
平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営用ＯＡシートラベルほか１２点の購入経費の支出について
116,243

総務局 公文書館 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（９月分）
123,120

総務局 公文書館 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（９月分）
8,107

総務局 公文書館 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館管理事務用「平成２７年度アーカイブズ研修Ⅲ」前期への出席にかかる出張旅費の支出について
87,710

総務局 公文書館 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（９月分）
6,480

総務局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（８月分）
69,135

総務局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館８月分）
5,130

総務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎冷媒ガス回収廃棄処理業務委託経費の支出について
64,800

総務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 戦後70年記念事業用　大阪市戦後70年記念シンポジウム運営等業務委託の実施にかかる経費の支出について
966,600

総務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（９月分）
6,720

総務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務に係る職員公舎用建物賃借の不動産賃借料の支出について（平成27年11月分）
131,000

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
3,726

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
2,464

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
400

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
9,400

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
246

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
150

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
4,924

総務局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
780

総務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 外郭団体総括事務用定期購読誌「公益・一般法人」の購入に係る経費の支出について（2015年４月～2015年９月分）
61,714

総務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,346,490

総務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 電話管理事務用　大阪市役所本庁舎通信設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第1回中間支払）
4,357,692

総務局 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「外郭団体における役員選考に関する説明会」に係る経費の支出について（平成27年９月29日開催）
24,133

総務局 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第82回）
72,399

総務局 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」に係る経費の支出について（第82回）
840

総務局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
655,510

総務局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
4,630,880

総務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 指定都市関係事務用　指定都市市長会　第２回窓口担当課長会議等の出席に係る出張旅費の支出について
57,800

総務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体契約実務の要点ほか１点追録号の購入にかかる経費の支出について（概算契約）第１回
9,075

総務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 「平成27年度ICTを活用したフロントオィスのBPRに関する検証事業」にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成27年9月分）の支出について
116,704

総務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　補助金 団体助成事業用　平成27年度北方領土返還運動推進大阪府民会議に対する補助金の支出について
180,000

総務局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
160,088

総務局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
13,122

総務局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（９月分）
3,682

総務局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
2,451,190

総務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（９月分）
11,874,697

総務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　ＩＰ電話回線使用料の支出について（９月利用分）
1,065,689

総務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（９月分）
36,136

総務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 「ペーパーレス会議」モデル事業にかかる高速モバイルデータ通信サービス利用料（平成27年9月分）の支出について（ICT活用推進用）
8,094

総務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について（第82回）
9,460

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
57,251

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 戦後70年記念事業用　戦後70年記念シンポジウムにかかる出演料の支出について
336,600

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 戦後70年記念事業用　戦後70年記念イラスト展にかかる講演料の支出について
54,560

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成27年度全国都道府県・政令指定都市北方対策主管課長会議への出席にかかる出張経費の支出について
50,660

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
185,913

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
24,984

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）経費の支出について　第２四半期分（平成27年７月～９月）
104,544

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成23年度総務局庁内情報利用パソコン等機器賃借にかかる経費の支出について（９月分）
22,634
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総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
56,894

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
136,522

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 戦後70年記念事業用　戦後70年記念イラスト展で使用する作品の借用にかかる経費の支出について（77点）
270,000

総務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務用　平成27年度関西広域連合負担金（10月請求分）の支出について（第３四半期）
8,261,000

総務局 行政課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」（平成27年８月号）の購入に係る経費の支出について
1,296

総務局 行政課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年８月分）
2,511

総務局 行政課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「完全対応　自治体職員のための番号法解説【実例編】」の購入に係る経費の支出について
3,780

総務局 行政課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書事務用文書事務提要第１３３号～第１３６号の購入経費の支出について
11,688

総務局 行政課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　図書購入費 法規事務用「新版　逐条地方自治法　第８次改訂版」の購入に係る経費の支出について
32,400

総務局 行政課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第１１回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
241,330

総務局 行政課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「判例個人情報保護法（追録43）」の購入に係る経費の支出について
2,700

総務局 行政課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「自治体法務サポート　行政不服審査の実務（追録25～27）」の購入に係る経費の支出について
5,874

総務局 行政課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第236回大阪市情報公開審査会委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第１回法規問題研究会の実施及び同経費の支出について（９月28日分）
34,200

総務局 行政課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録買入にかかる経費の支出について(第3回中間支払）
7,020

総務局 行政課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成27年度大阪市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（９月分）
245,250

総務局 行政課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 第28回大都市情報公開等主管者会議への参加に係る出張旅費の支出について
52,220

総務局 行政課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
37,800

総務局 行政課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
45,000

総務局 行政課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用損害賠償請求事件に係る交通費の支出について（ストーカー行為による損害賠償請求事件）
17,880

総務局 行政課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか８点買入にかかる経費の支出について（9月分）
32,580

総務局 行政課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか９点買入にかかる経費の支出について（9月分）
10,025

総務局 行政課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用建物収去土地明渡等請求事件に係る印紙代の支出について（港湾局所管の市有地に係る建物収去土地明渡等請求事件）
59,000

総務局 行政課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用平成27年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（９月分）
1,286,224

総務局 行政課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る支出について（９月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（９月分）
902

総務局 行政課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（９月分）
601

総務局 行政課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システムに係るWindows8.1対応に伴うシステム改修業務委託経費の支出について
4,933,440

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年９月分）
16,098

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,488

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年９月分）
21,662

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（９月分）
223,722

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成27年９月分）
1,301

総務局 行政課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約にかかる経費の支出について（9月分）
70,200

総務局 行政課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
15,296

総務局 行政課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（９月分）
14,622

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
3,456

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
19,440

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
184,356

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 磁気ファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（情報処理センター運用管理用）（８月分）
15,552

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（８月分）
36,909

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
531,490

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
151,854

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
75,927

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 電算消耗品（記録メディア（DAT72）ほか計２点）の購入について（情報処理センター運用管理用）
80,600

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（８月分）
4,687

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスに係る経費の支出について（８月分）
2,592
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化（案）等の報告についての管外出張について（一般事務用）
28,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専有部分）自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４月～９月分）
302,400

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,042

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,310

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について【第２Ｇ】（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
2,028

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 クラウド型Web会議サービス提供　一式　長期継続にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
24,840

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,549

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
770

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,073

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,291

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
8,835

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,661

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
667

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,063

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
29,199

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,175

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
26,460

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン等機器（総務局３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,159

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）（情報処理センター運用管理用）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）（一般事務用）
13,527

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（９月分）IT基盤管理用
15,560

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（総務局行政部部分）入退館管理等施設警備業務にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,177,783

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度通知カード・個人番号カード関連事務の委任にかかる交付金の支出について（マイナンバー制度導入用）
604,936,000

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
184,356

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービスに係る経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
25,056

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
19,440

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 負担金、補助及交付金　会費 外部講習会参加にかかる経費の支出について（ＩＴ適正利用推進用）（第4回完納）
248,400

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
63,180

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
2,251,958

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,449,736

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＴ基盤管理用）９月分
3,790,006

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤管理用　大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（９月分）
6,663

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話による通信料金の支出について(９月分）
39,317

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託の経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（上半期分）
140,932,386

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
4,064,688

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
17,368,404

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等一式の借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,016,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
3,304,476

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
2,112,264

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）長期借入契約（平成27年度増設分）にかかる契約の請求について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
2,044,980

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
4,364,388

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
2,815,873

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
87,252

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
17,251

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
448,390

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
1,246,968

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）長期借入契約（平成27年度増設分）にかかる契約の請求について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
584,280

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
603,504
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総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
944,136

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（９月分）
224,196

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
472,068

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品長期借入にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
623,484

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムセンタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
301,752

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）長期借入契約（平成27年度増設分）にかかる契約の請求について（ＩＴ基盤管理用）（９月分）
292,140

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（９月分）
52,881

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
26,208

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
42,789,117

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
12,225,462

総務局 ＩＴ統括課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 中央情報処理センター運用業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
6,112,731

総務局 監察課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用コピー代金の支出について（８月分）
23,622

総務局 監察課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬の支出について（９月開催分）
361,995

総務局 監察課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察関係事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
9,256

市民局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・９月分）の支出について
8,271

市民局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと西成人権文化センターに係る電気料金（低圧電力・９月分）の支出について
14,641

市民局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
20,603

市民局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（８月分）
1,463

市民局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 委託料　委託料 市民交流センターなにわ外９センター管理運営業務に関する所要経費の支出について（第３四半期分）
87,201,000

市民局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 戸籍情報システム保守業務委託経費の支出について（８月分）
11,334,250

市民局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（８月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（８月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（８月分）
1,620

市民局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（８月分）
4,860

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（８月分）
147,461

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（８月分）（市政改革室移管分）
16,284

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（８月分）
2,945

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（３４箇所８月分）
35,116

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
26,627

市民局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
2,648

市民局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第２回役員会に係る出張旅費の支出について
29,240

市民局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
152,537

市民局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（６月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（６月分）
15,254

市民局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（６月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
3,704

市民局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（９月分）の支出について
13,851

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
40,795

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（８月分）
30,789

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（８月分）
15,390

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　手数料 大阪市サービスカウンターにおける防火・防災管理者設置にかかる同講習受講経費の支出について
80

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市サービスカウンターにおける防火・防災管理者設置にかかる同講習受講経費の支出について
9,500

市民局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（８月分）
7,176

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費（８月分）の支出について
9,520

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（８月分）
7,752

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（平成27年4月～平成28年3月分）購読経費の支出について（第２四半期分）
12,111

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（９月分）
42,262

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用）　長期借入にかかる経費の支出について　⑧（９月分）
25,812
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市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について　②（９月分）
36,666

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（９月分）
27,455

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑥（９月分）
119,432

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（９月分）
101,882

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分2回目）
400

市民局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分2回目）
328

市民局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞購読経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

市民局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 地方財務実務提要ほか１点買入に係る経費の支出について（地方財務事典　追録第11号分）
4,212

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞外１件（平成27年4月～平成28年3月分）購読経費の支出について（第２四半期分）
25,638

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 旅費　普通旅費 施設管理グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
7,126

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
10,085

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
18,267

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
1,008

市民局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
1,827

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の経費の支出について（平成27年9月分）
300,240

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
4,257,678

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
398,520

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳カード発行プリンタ借入経費の支出について（平成27年9月分）
622,566

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証端末及び周辺機器の借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
81,000

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公的個人認証システム用鍵ペア生成装置借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
208,116

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
12,459

市民局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
552,220

市民局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
856,380

市民局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（９月分）
29,268

市民局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式の再リースにかかる経費の支出について（９月分）
47,822

市民局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式　長期借入の支出について（９月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）（市政改革室移管分）
14,173

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
132,938

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 地方公共団体契約実務の要点ほか３点買入に係る経費の支出について（地方公共団体契約実務ハンドブック　追録第133号～136号分）
8,868

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第１回中間払い）
673,002

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第１回中間払い）
1,626,885

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（７月分）
203,471

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
864

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
1,728

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷の経費の支出について（第１回中間払い）
244,728

市民局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（７月分）
20,347

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,960

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民交流センター費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
242

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,304

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,850

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,714

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,146

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,039

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
366

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
28,722

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
164
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市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
11,332

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
570

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,539

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（７月分）
904,117

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借料の支出について（平成27年10月～平成28年3月分）
2,780,389

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会分担金（会費）の支出について
57,600

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 難波サービスカウンターにおける不動産賃借料の支出について（平成27年10月～平成28年3月分）
347,549

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（７月分）
90,412

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平成２７年度社会保障・税番号制度にかかる住民基本台帳等事務システム改修業務委託の経費の支出について（第１回中間払）
21,935,340

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
840,330

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
82

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外３施設機械警備業務委託の経費の支出について（９月分）
59,940

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
628,968

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
90,339

市民局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
144,885

市民局 消費者センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 消費生活相談用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座（製品の安全性と表示）に係る受講料の支出について
2,850

市民局 消費者センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成27年8月分）
27,219

市民局 消費者センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員7・8月分1部）
3,200

市民局 消費者センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月１部）
10,980

市民局 消費者センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月１部）
2,004

市民局 消費者センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成27年8月分）
3,236

市民局 消費者センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成27年8月分）
285

市民局 消費者センター 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（８月２８日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　印刷製本費 消費生活情報提供用　消費者啓発冊子「あなたをねらう！～悪質商法～」（若者向け）印刷業務経費の支出について
126,360

市民局 消費者センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月12日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（９月１０日分）に係る講師への報償金の支出について
2,600

市民局 消費者センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 平成27年度大阪市消費者センター事務所内清掃業務委託にかかる経費の支出について（3回目）
34,020

市民局 消費者センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼金の支出について（9月18日開催分・各種講座用）
10,400

市民局 消費者センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（10月22日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
20,300

市民局 消費者センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（平成27年8月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
16,040

市民局 消費者センター 平成27年10月19日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 地方消費者行政推進用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座（対応困難者の相談対応関連）に係る受講料の支出について
2,850

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
13,527

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用産経新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 啓発展示用　大阪市消費者センター啓発・展示コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成27年度分）費用の支出について（９月分）
92,700

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 地方消費者行政推進用平成２７年度消費生活相談員研修　専門講座・地域コース（滋賀県）対応困難者の相談対応関連への出張旅費の支出について
5,000

市民局 消費者センター 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　普通旅費 平成27年度　消費者庁所管法令執行担当者研修（専門研修）参加に係る出張旅費の支出について（地方消費者行政推進用）
29,260

市民局 消費者センター 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用大阪日日新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
6,150

市民局 消費者センター 平成27年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 地方消費者行政推進用市内等出張交通費の支出について（相談員8月分2部）
18,278

市民局 消費者センター 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞購読料の支出について（平成27年7月分～平成27年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年9月分）
1,872

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年9月分）
198,855

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年9月分）
100,971

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 施設維持管理用消費者センター光熱水費等の支出について（平成27年9月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分賃借料の支出について（平成27年11月分）
7,170,543

市民局 消費者センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月20日分）に係る講師への報償金の支出について
2,600
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市民局 消費者センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月25日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員9月分1部）
1,764

市民局 消費者センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 消費生活相談用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座（製品の安全性と表示）への出張経費の支出について
37,920

市民局 消費者センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 消費生活相談用平成２７年度消費生活相談員研修　専門・事例講座　インターネット・スマートフォンの消費者トラブル（２回目）に係る出張経費の支出について
36,900

市民局 消費者センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月17日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（１０月１日分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月１部）
2,320

市民局 消費者センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月１部）
11,898

市民局 消費者センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,306

市民局 消費者センター 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 地方消費者行政推進用市内等出張交通費の支出について（相談員9月分2部）
1,500

市民局 人権企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 多文化共生地域協働サポート事業「TABUNKA交流」の開催にかかる経費の支出について
5,700

市民局 人権企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度全日本同和会全国女性部研修会への参加資料代の支出について（人権情報収集用）
3,000

市民局 人権企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 犯罪被害者等支援啓発事業の出欠返信用はがきの購入経費の支出について
4,420

市民局 男女共同参画課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　筆耕翻訳料 第28回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる会議録の作成および同経費の支出について
22,248

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
11,520

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
15,849

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（8月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター中央館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用　第3回目）
69,225,780

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター西部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用第3回目）
15,599,220

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター南部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用第3回目）
15,573,480

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター子育て活動支援館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用第３回目）
14,081,600

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター東部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用第3回目）
16,252,860

市民局 男女共同参画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成27年度男女共同参画センター子育て活動支援館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用第３回目）
15,753,660

市民局 男女共同参画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 男性への意識啓発事業業務受託事業者選定会議の所要経費の支出について（女性の活躍促進）
63,840

市民局 男女共同参画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 大阪市立男女共同参画センター西部館及び大阪市立こども文化センター指定管理予定者選定有識者会議（第１回）にかかる経費の支出について
69,432

市民局 男女共同参画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（９月分・配愚者暴力相談支援用）
840

市民局 男女共同参画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務に係る経費の支出について(第２四半期
分） 4,439,880

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（８月分）
10,794

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（８月分）
81,113

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　建物修繕料 大阪市人権啓発・相談センター相談室のシリンダー錠の取替及び同経費の支出について
14,796

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務の実施及び同経費の支出について（全4回／2回目）
175,500

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成27年度「大阪市人権相談事業」業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
10,503,000

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（8月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 大都市人権施策主管者会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について
31,160

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同経費の支出について（第2四半期分）
18,022

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成27年度「人権の花」運動実施にかかる球根ほか2点（大阪市立豊仁小学校外24箇所）買入の実施及び同経費の支出について
253,800

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成27年度　企業啓発支援事業（企業への人権啓発支援事業）における委託料の支出について（第２四半期分）
4,189,991

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（９月分）
28,173

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成27年度　第１回人権啓発事業効果検証会議の実施、及びアドバイザー謝礼の支出について
46,880

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（9月請求分）
24,444

市民局 人権啓発・相談センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（9月分）
3,078

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　8月分市内等出張交通費の支出について
9,954

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料
雇用勤労施策用緊急雇用創出基金事業（地域人づくり事業・雇用拡大プロセス）双方向就職マッチング支援事業【３９歳以下の若年求職者コース】にかかる委託料の支出につ
いて 11,595,447

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　緊急雇用創出基金事業（地域人づくり事業・雇用拡大プロセス）双方向就職マッチング支援事業【新卒３年以内コース】にかかる委託料の支出について
11,106,019

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成27年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務委託料の支出について（9月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　平成27年度しごと情報ひろば総合的就労支援事業実施にかかる建物賃貸借契約（しごと情報ひろば天下茶屋）に基づく賃借料の支出について（9月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　地域しごと支援事業等にかかる委託事業者選定会議の委員報酬の支出について（平成２７年９月１７日開催分）
48,759

市民局 雇用・勤労施策課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　地域しごと支援事業等にかかる委託事業者選定会議の委員報酬の支出について（平成２７年９月１０日開催分）
48,759
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市民局
政策支援担当政策支援
グループ

平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年９月分　政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
1,572

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（平成２７年１０月）における会場使用料の支出について
16,600

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２７年度指定都市区長会議（相模原市）への出張について
37,730

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 「指定都市区長会議」会議資料代の支出について
9,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談にかかる補助業務従事者派遣にかかる委託料の支出について（９月分）
29,808

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　業務改革グループ一般事務用市内出張費の支出について
3,302

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２７年度外国籍住民法律相談にかかる委託料の支出について（７～９月分）
179,550

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～H31福島区役所外１区役所）にかかる使用料の支出について（９月分）
47,304

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30北区役所外１９区役所）にかかる使用料の支出について（９月分）
435,750

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成２７年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払について(９月分）
70,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成27年度第２回　区役所住民情報業務等委託事業者選定会議にかかる委員謝礼の支出について
49,500

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２７年度法律相談にかかる委託料の支出について（７～９月分）
15,112,125

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 市民活動推進審議会　市民活動に係る提言策定ワーキング部会（第16回）にかかる委員報酬の支出について
65,012

市民局
地域力担当地域振興グ
ループ

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
10,616

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（NPO法人Happy Family Company、８月25日分）
20,660

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人True Colors、９月７日分）
9,260

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人True Colors、８月28日分）
18,120

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材選考会議にかかる委員報酬の支出について
17,660

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 ICTの活用による地域課題解決に関する勉強会イベントの実施に伴う講師謝礼金の支出について（平成27年9月27日実施分）
180,900

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（9月分）の支出について
10,079

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
1,428

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（９月分）
7,446

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
8,308

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全事業用　平成２７年「秋の全国交通安全運動」等ポスターの作成及び同経費の支出について
65,134

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成27年度街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託の支出について（平成27年8月分）（Ｄブロック）
5,166,720

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月08日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成27年度街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託の支出について（平成27年8月分）（Ｃブロック）
5,961,600

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯・暴力追放運動の支援事業用　平成２７年度大阪市保護司会連絡協議会活動補助金の支出について
522,000

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　「全国地域安全運動」周知ポスターの作成及び同経費の支出について
47,725

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　其他委員等旅費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員にかかる市内等出張交通費の支出について（平成27年８月分）
138,074

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成27年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の支出について（平成27年9月分）
3,121,200

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 平成27年度大都市交通安全主管者会議の出席について
39,054

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
9,636

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　被服費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員の制服購入並びに同経費の支出について
793,800

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　被服費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員の制服（夏用スラックス外４点）の購入並びに同経費の支出について
721,008

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　被服費 客引き行為等適正化指導員（年度途中採用者）の制服（ジャケット外６点）の購入並びに同経費の支出について
79,380

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平成27年度街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務の支出について（平成27年9月分）（Ａブロック）
6,402,000

財政局 財務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（質疑応答　公営企業実務提要152-154）の買入及び経費の支出について
11,016

財政局 財務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
13,404

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　地方財務協会との協議への出席にかかる旅費の支出について
58,840

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞外1点の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
25,638

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月）
12,111

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　会社四季報（2015年４集・秋号）の買入及び経費の支出について
2,059

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方公営企業実務ハンドブック190-195）の購読にかかる経費の支出について
15,240

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
1,517

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
36,019
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財政局 財務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
59,398

財政局 財務課 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
17,662

財政局 財務課 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
12,006

財政局 財務課 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,771

財政局 財務課 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,480

財政局 財源課（公債） 平成27年10月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
82,206,045

財政局 財源課（公債） 平成27年10月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
233,136,972

財政局 財源課（公債） 平成27年10月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 財務調査官および個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
87,300

財政局 財源課（公債） 平成27年10月01日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月１日支払分キャップ料の支出について
13,266,246

財政局 財源課（公債） 平成27年10月08日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２５９４－２６０６」及び「地方債質疑応答集４６－５０」の購入に係る経費の支出について
60,480

財政局 財源課（公債） 平成27年10月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
55,952,868

財政局 財源課（公債） 平成27年10月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
28,100,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月１４日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（９月分）の支出について
2,478

財政局 財源課（公債） 平成27年10月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
106,500,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月１９日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
85,350,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
12,001,344

財政局 財源課（公債） 平成27年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２１日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成27年10月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
60,893,365

財政局 財源課（公債） 平成27年10月23日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
570,500,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２３日支払分キャップ料の支出について
9,927,123

財政局 財源課（公債） 平成27年10月23日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２３日支払分利子支払手数料の支出について
647,302

財政局 財源課（公債） 平成27年10月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
14,200,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２６日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第５回３０年公募公債に係る新規記録手数料の支出について
494,532

財政局 財源課（公債） 平成27年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第５回３０年公募公債に係る引受手数料の支出について
125,550,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第５回３０年公募公債に係る募集受託手数料の支出について
5,400,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
107,500,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
41,400,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
137,900,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 合同ＩＲに係る出張旅費の支出について
28,900

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２８日支払分利子支払手数料の支出について
113,400

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第150回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
44,648

財政局 財源課（公債） 平成27年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月２８日支払分元利金支払手数料の支出について
34,404

財政局 財源課（公債） 平成27年10月29日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 合同ＩＲおよび個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
80,000

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,090

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（９月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２７年１０月３０日支払分元利金支払手数料の支出について
380,563

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」の実施並びに同経費の支出について（７月～９月分）
64,800

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について(９月分)
5,389

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」の実施並びに同経費の支出について（７～９月分）
97,200

財政局 財源課（公債） 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」の利用及び同経費の支出について（７～９月分）
166,374

財政局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用平成27年度版「地方税法・法律篇」の買入にかかる経費の支払いについて
838,500

財政局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月分）
469,675

財政局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（８月分）
124,740
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財政局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１０月分）
7,996,548

財政局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 弱視者用読書器買入に係る経費の支出について
174,240

財政局 管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方公共団体徴収実務の要点（追録）（64-66号）ほか３点の買入に係る経費の支出について
202,618

財政局 管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用行政判例集成滞納処分編（追録７５－７７）ほか１点の買入に係る経費の支出について
38,448

財政局 管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（5887-5968号）買入に係る経費の支出について
160,310

財政局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（８月分）
5,130

財政局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 全国地方税務協議会平成27年度第１回総会等に係る経費について
29,795

財政局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理（平成２７年７月～９月分）の買入に係る経費の支出について
160,380

財政局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）の買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度　税務部・市税事務所の税務事務補助業務における労働者派遣業務の経費の支出について（平成２７年８月分）
1,343,202

財政局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度　税務部・市税事務所の税務事務補助業務における労働者派遣業務の経費の支出について（平成２７年８月分）
1,352,328

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２７年７月～平成２７年９月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 「市税関係規程集」印刷の経費の支出について
214,963

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（なんば市税事務所）　買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（７月分）
22,584

財政局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 財政局税務部分室（あべのメディックス 408～411号室）の原状回復工事費用の支出について
11,080,800

財政局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 顧問弁護士契約に係る報酬の支出について（平成27年７月～９月分）
162,000

財政局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２７年７月～平成２７年９月分）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
45,870

財政局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０月分）
35,380

財政局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用Ａ４カット紙買入経費の支出について（３回目/全４回）
74,941

財政局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２７年７月～平成２７年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
51,732

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２７年９月分）
6,257

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成27年7月～平成27年9月分）及び日本経済新聞（平成27年7月～平成27年9月分）買入に係る経費の支出について
25,638

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（平成27年7月～平成27年9月分）の買入に係る経費の支出について
5,094

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２７年９月分）の支出について
230,142

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
351,997

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年１０月分）の支出について
2,464,342

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（９月分）
84,240

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る支出について（９月分）
158,857

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（第３四半期分）
350,592

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料及び共益費の支出について（１１月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２７年１０月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
492

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
71,693

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
45,114

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（9月分）
36,405

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞、日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222
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財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費支出について（９月分）
11,664

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る費の支出について（９月分）
31,968

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０月分）
10,800

財政局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
64,800

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（７月口座不能分）
792

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー買入の支出について
1,511,730

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
661

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務システム用プリンタトナー買入の支出について
6,500,439

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月分）
582,390

財政局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（９月分）
20,196

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（９月分）
1,728

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
702,786

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料９月分）
207,223

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,747

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,820

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,940

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成27年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
3,543

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
5,400

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年１１月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１０月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
178,200

財政局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２７年１１月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（７月～９月分）の買入に係る経費の支出について
54,615

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部分室（課税課路線価チーム）事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（９月分）の支出について
56,272

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 区役所税証明窓口複合機用トナー（生野区役所分）買入に係る経費の支出について
60,102

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（９月号）外11点の買入に係る経費の支出について
62,553

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（337-338号）外5点の買入に係る経費の支出について
32,915

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について
815

財政局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（７月～９月分）の利用に係る経費の支出について
7,770

財政局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
703,874

財政局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税申告書等の受渡し及び搬送業務委託(概算契約)の支出について（第2四半期分）
204,897

財政局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
60,000

財政局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
8,944,461

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 プリンタ等機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
33,264

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部、市税事務所）一式　長期借入（平成27年3月1日～平成28年2月29日　リース延長）（９月分）
79,382

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
120,641

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（９月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,201,744

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（９月分）
467,359

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
19,293,055

財政局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（９月分）
5,130

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞、日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（９月分）
336,344

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
27,054
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財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（９月分）
521,476

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
176,868

財政局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（９月分）
651,564

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
10,956

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（９月分）
33,228

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務にかかる手数料の支出について
2,700

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（平成２７年度１１月分）の支出について
113,000

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
28,996

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
31,396

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
73,020

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
106,896

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
72,505

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
46,028

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２７年４月～平成２７年９月）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について（９月分）
338,776

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２７年４月～平成２７年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
443,598

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（９月分）
124,740

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（９月分）の支出について
1,197,385

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
41,040

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
7,996,548

財政局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（８月分）
22,521

財政局 収税課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 全国市町村国際文化研修所主催「平成27年度使用料等の債権回収」研修の受講に係る出張旅費の支出について
1,940

財政局 収税課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員の管外出張（公売不動産の現況調査）について（兵庫県姫路市：２日目）
11,380

財政局 収税課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部職員の管外出張（公売不動産の現況調査）について（兵庫県姫路市：１日目）
3,660

財政局 収税課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について(９月分）
12,960

財政局 収税課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託の実施経費の支出について（５回目／全９回）
54,000

財政局 収税課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(９月分)
1,580

財政局 収税課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(９月分)
12,162

財政局 収税課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 口座振替・自動払込依頼書受付完了のお知らせハガキ印刷に係る経費の支出について（第３回完納）
164,430

財政局 収税課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（重複班）の買入経費の支出について
51,660

財政局 収税課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第53回）
52,812

財政局 収税課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成27年９月分）
75,492

財政局 収税課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託経費の支出について（Ｈ27．9月分）
342,410

財政局 収税課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H27.9月分）
5,818,754

財政局 収税課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H27.9月分）
5,779,577

財政局 収税課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（H27.9月分）
499,225

財政局 収税課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 保育所保育料滞納整理システム運用・保守業務委託の実施経費の支出について（平成27年７月～９月分）
567,000

財政局 収税課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について(９月分）
31,764

財政局 収税課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 オンライン用納付書の印刷に係る支出について（2回目/全4回）
551,232

財政局 課税課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 「課税資料入力等業務委託　長期継続（その２）」実施経費の支出について（第１四半期）
168,840,507

財政局 課税課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 固定資産税制度に関する調査研究委員会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

財政局 課税課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）等発送用封筒買入の経費の支出について
386,670
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財政局 課税課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成２７年８月分）
465,526

財政局 課税課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（８月分）
30,976

財政局 課税課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市民税納税通知書（異動分）等出力処理に係る業務委託（概算契約）の支出金額の経費の支出について（平成２７年４～６月分））
1,378,765

財政局 課税課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「第20号様式別表2の3外1点」印刷の支出について
90,072

財政局 課税課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）手書用印刷の経費の支出について
906,073

財政局 課税課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度事業所税都市連絡協議会負担金の支出について
5,000

財政局 課税課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 公的年金等支払報告書（総括表）印刷の経費の支出について
6,771

財政局 課税課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）事務用家屋見取図印刷経費の支出について
82,998

財政局 課税課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成27年８月分）の支出について
9,258

財政局 課税課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 事業所税都市連絡協議会研究会への出席に係る管外出張旅費の支出について
29,240

財政局 課税課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 給与支払報告書（総括表）ほか１点印刷の経費の支出について
408,889

財政局 課税課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 給与支払報告書（総括表）ほか１点印刷の経費の支出について
548,406

財政局 課税課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）にかかる支出について（８月分）
156,740

財政局 課税課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税国税資料の授受及び搬送業務委託に係る経費の支出について（９月分）
4,860

財政局 課税課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（平成27年9月分））
352,227

財政局 課税課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成27年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）に伴う支出について（８月分）
266,747

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（９月分）
8,280

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　委員旅費 第19回固定資産評価研究大会への参加に係る出張旅費の支出について（固定資産評価審査委員会委員分）
104,840

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　普通旅費 第19回固定資産評価研究大会への管外出張旅費の支出について
52,240

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用カラーペーパーほか5点買入経費の支出について
17,515

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,111

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
540

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
2,000

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
440

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成27年10月分）
178,090

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 梅田市税事務所総合窓口用電動契印機修繕及び同経費の支出について
110,160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（８月分）の支出について
720

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（８月分）の支出について
160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 梅田市税事務所広報用サインボード及びパンフ台の使用にかかる経費の支出について（下半期分）
10,800

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度大淀地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（10月分）
85,240

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
2,771

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について
4,256

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,400

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,790

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式への管外出張旅費の支出について
29,240

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（８月分）
2,152

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（８月分）
480

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰式への管外出張旅費の支出について
29,240

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（９月分）
3,160

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（９月分）
1,600

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（11月）
92,740

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式出席に係る旅費の支出について
29,240

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について(10月分)
124,000

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰式出席に係る旅費の支出について
29,240

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納法人への賃料差押通知書交付及び税務署での決算書調査等について（和歌山県）
26,480

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
30

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,200
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財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成27年9月分)
4,580

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成27年9月分）
576

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（10月分）
111,038

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,800

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度東住吉・平野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成27年度　地方公共団体税務職員自治税務局長表彰及び自治税務局長特別表彰にかかる職員管外出張について
54,480

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
1,340

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
8,084

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１０月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２７件）
89,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分４件）
9,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５７件）
4,739,860

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
75,475

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１０月分の支出について（歳出）
7,000,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４２件）
401,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
5,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４４件）
10,625,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月02日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
1,634

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
10,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
73,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１００件）
3,310,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
62,782

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分４件）
17,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
10,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５９件）
1,713,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分７件）
56,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３０件）
60,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８９件）
8,267,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月07日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
464,868

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
66,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２２件）
3,446,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
28,738

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分３件）
7,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１６件）
45,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０８件）
3,411,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月09日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
140,538

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
2,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
186,039

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４２件）
450,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２件）
122,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３件）
16,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
5,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
18,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
27,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２件）
117,400



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
880

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４３件）
841,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分２件）
2,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
71,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
25,605

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
2,382,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
246,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
26,171

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
71,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８２件）
3,605,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１１件）
129,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
2,295

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月19日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７５件）
3,043,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
5,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月20日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２７件）
844,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
6,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
18,750

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出（供託）について（歳出配当割１件）
48,720

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月21日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３３件）
531,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２１件）
56,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６２件）
2,161,318

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
3,084

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
15,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
22,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５９件）
1,353,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月23日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３件）
166,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
1,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
15,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
397,144

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７３件）
2,393,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 不動産公売事前調査にかかる管外出張旅費の支出について
69,040

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
34,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出７４件）
2,386,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
15,680

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分５件）
11,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
25,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３３件）
2,701,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
53,251

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
7,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
904,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
9,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付１８６件）
1,214,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
63,328

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付５７９件）
123,466,700

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度～平成27年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（８月分）
1,763,554
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財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（10月分）
69,600

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所にかかる温湿度計買入の経費の支出について
8,073

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
300

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所調査担当事務用図書購入経費の支出について
13,452

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　図書購入費 船場法人市税事務所調査担当事務用図書購入経費の支出について
12,857

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所における裁断機（連続フォームバースター）一式長期借入経費の支出について（９月分）
33,048

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成26年度～平成27年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（９月分）
1,098,544

都市計画局 都市計画課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画行政システム用大判プロッタ用厚口コート紙購入経費の支出について
38,826

都市計画局 都市計画課 平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部環境影響評価準備書説明会」に係る会場使用経費の支出について（鶴見区民センター分）
65,220

都市計画局 都市計画課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
32,752

都市計画局 都市計画課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「淀川左岸線（２期）環境影響に関する説明会」に係る会場使用経費の支出について（此花区民ホール分）
19,450

都市計画局 都市計画課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システム用サーバ・ソフト及び周辺装置一式　長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
9,793

都市計画局 都市計画課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム用　都市計画窓口システム用機器一式　長期借入経費の支出について（平成27年9月分)
34,452

都市計画局 都市計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部環境影響評価準備書説明会」等に係る会場使用経費の支出について（大淀コミュニティセンター分）
18,900

都市計画局 都市計画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「（仮称）淀川左岸線延伸部環境影響評価準備書説明会」に係る会場使用経費の支出について（城東区民ホール分）
19,800

都市計画局 都市計画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市施設基本計画策定調査用「淀川左岸線（２期）環境影響に関する説明会」に係る会場使用経費の支出について（福島区民センター分）
19,450

都市計画局 都市計画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 国際都市計画交流組織（ＩＮＥＸ）推進協議会人口減少・高齢化時代の都市計画部会出席に係る福岡市管外出張旅費の支出について
36,040

都市計画局 都市計画課 平成27年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画広報連絡事務用「都市計画法令要覧平成28年版」の買入に係る消耗品費の支出について
43,200

都市計画局 交通政策課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 平成27年度近畿圏総合都市交通体系調査に係る調査票の封入・封緘及び発送等業務委託（概算契約）における支出について（第1回）
3,140,864

都市計画局 交通政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 鉄道整備協力費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費分担金の支出について（２回目）
19,859,107

都市計画局 総務担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について
57,020

都市計画局 総務担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（９月４日実施分）
58,860

都市計画局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンタートナーの購入及び同経費の支出について
44,064

都市計画局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点購入経費の支出について
9,075

都市計画局 総務担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 人材育成用　海外派遣研修に伴う管外出張旅費の支出について（８月24日分）
970

都市計画局 総務担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用等　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
17,426

都市計画局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
172,929

都市計画局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
61,314

都市計画局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
80,779

都市計画局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について（9月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
410

都市計画局 総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 一般事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（９月16日実施分）
30,080

都市計画局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーの購入及び同経費の支出について
66,096

都市計画局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　備品修繕料 一般事務用　庁内情報利用端末保守業務の実施に伴う経費の支出について
178,874

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
5,159

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
11,719

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
23,704

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（9月分）
142,441

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（9月分）
42,955

都市計画局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
13,663

都市計画局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ふせん外9点の購入について
19,548

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査にかかる消耗品（CD-RW外5点）の購入にかかる支出について
69,731

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査にかかる調査用品の仕分け配送業務委託にかかる経費の支出について
3,596,400

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査に係る労働者派遣事業（概算契約）に係る経費の支出について（８月分）
11,395,902

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる事務用パソコン等借入の実施及び同経費の支出について（9月分）
1,597

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査審査会場用什器の借入経費の支出について（9月分）
67,500

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 平成27年国勢調査にかかる事務用パソコン等借入の実施及び同経費の支出について（9月分）
96,838
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都市計画局 統計調査担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 平成27年国勢調査審査会場用什器の借入経費の支出について（9月分）
379,928

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 商業統計調査事務用管外出張旅費の支出について【平成27年度商業統計調査実務担当者会議（西日本ブロック）10/26】
1,840

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（9月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査　住居不定者調査に係る用品の購入経費の支出について
160,801

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　光熱水費 平成27年国勢調査にかかる審査会場の電気使用料金の支出について（9月分）
22,649

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成２７年国勢調査にかかる電話回線設置工事の経費の支出について
73,440

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年国勢調査にかかる審査会場の賃貸借料金の支出について（９月分）
2,816,570

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査審査会場にかかる電話料金等の支出について（10月請求分）
32,957

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査　住居不定者調査に係る調査済証の購入経費の支出について
219,672

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
288

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
420

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計調査推進事業用　平成27年度市長感謝状贈呈に係る紙袋等購入経費の支出について
16,524

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等市内出張交通費の支出について（９月分）
22,606

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　印刷製本費 平成27年国勢調査関係書類の部分印刷の支出について
1,981,441

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる料金受取人払い後納郵便の支出について（9月分）
270

都市計画局 統計調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 委託料　委託料 平成27年国勢調査調査用品の印刷及び整理業務委託の経費の支出について
21,589,848

都市計画局 開発計画課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金の支出について(8月分)
2,516

都市計画局 開発計画課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金の支出について(8月分)
108

都市計画局 開発計画課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市再生緊急整備地域に関する打合せ及び海外エコシティプロジェクト協議会ベトナムワーキング会議参加するための東京出張に伴う支出について
29,342

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞他１点（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
25,638

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　市内出張交通費等の支出について（8月分）
2,886

都市計画局 開発計画課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用平成27年度近畿ブロック都市再生整備計画研究会参加費（資料代）の支出について
1,000

都市計画局 開発計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN ASIA PACIFIC 2016 全体会議への参加等に伴う出張旅費の支出について（９月28日実施分）
28,830

都市計画局 開発計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN ASIA PACIFIC 2016 全体会議への参加に伴う出張旅費の支出について（９月28日実施分）
28,830

都市計画局 開発計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 MIPIM JAPAN ASIA PACIFIC 2016 全体会議への参加等に伴う出張旅費の支出について（９月28日実施分）
28,995

都市計画局 開発計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用咲洲庁舎（夢洲・咲洲地区活性化共同チーム）コピー代の支出について（７～９月分）
440

都市計画局 開発計画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（８月分）
23,960

都市計画局 開発計画課 平成27年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用　市内出張交通費等の支出について（夢咲チーム8月分）
4,642

都市計画局 開発計画課 平成27年10月22日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用　市内出張交通費等の支出について（8月分）
6,494

都市計画局 開発計画課 平成27年10月22日 土地先行取得事業会計 都市開発資金事業費 事業費 土地取得費 旅費　普通旅費 土地先行取得事務用　市内出張交通費等の支出について（8月分）
4,350

都市計画局 開発計画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報償費　報償金 御堂筋周辺（船場地区）の活性化のための具体的方策検討調査業務に係る第２回業者選定委員会開催に伴う委員への報償金の支出について（平成27年9月24日開催分）
51,639

都市計画局 開発計画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　特別旅費 J-CODE(海外エコシティプロジェクト協議会)の活動である「ベンタイン地下街建設」の推進を目的とした、ベトナム社会主義共和国の訪問に関する旅費の支出について
150,030

都市計画局 開発計画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用ファクシミリ借入経費の支出について（９月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（9月分）
17,618

都市計画局 開発計画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲州庁舎）費用の支出について（９月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける管理運営業務委託経費の支出について（９月分）
222,393

都市計画局 開発計画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（10月分）
108,000

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用開発誘導課市内出張交通費等の支出について（８月分）
4,884

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び大阪市統合型GIS運用促進事業用　市内等出張に係る旅費の支出について（平成27年8月分）
1,672

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業及び大阪市統合型GIS運用促進事業用　市内等出張に係る旅費の支出について（平成27年8月分）
6,648

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 負担金、補助及交付金　会費 開発許可関係事務用　平成２７年度大阪府開発指導行政協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（９月分）
619,056

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入にかかる使用料の支出について（9月分）
322,920

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用市内出張等に係る旅費の支出について（平成27年9月分）
2,472

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
6,627
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都市計画局 開発誘導課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　フィットファイルの購入経費の支出について
23,166

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 需用費　消耗品費 建築美観誘導事務用　外付けハードディスク他１点の購入経費の支出について
37,584

都市計画局 開発誘導課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 委託料　委託料 統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（9月分）
172,800

都市計画局 建築企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（９月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
120,173

都市計画局 建築企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（９月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,810

都市計画局 建築企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会９月定例会）の支出について
700

都市計画局 建築企画課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　近畿建築行政会議平成２７年度会費（負担金）の支出について
38,000

都市計画局 建築企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　特別旅費 建築基準行政事務用　国土交通大学校　平成２７年度　専門課程　まちづくり建築行政研修受講に係る東京都出張旅費の支給について（10月12日～23日実施分）
45,460

都市計画局 建築企画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築行政事務用　地下鉄回数カードの購入経費の支出について
90,000

都市計画局 建築企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　モノクロファクシミリ使用料の支出について（９月分）
12,180

都市計画局 建築企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
25,836

都市計画局 建築企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　事務用品（ゴム印）の購入にかかる経費の支出について
14,655

都市計画局 建築企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築審査会事務用　大阪市建築審査会報告（平成２６年度）の印刷にかかる経費の支出について
43,092

都市計画局 建築企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について（相談用）
15,068

都市計画局 建築企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（８月分）の支出について
31,027

都市計画局 建築企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（８月分）の支出について
23,070

都市計画局 建築企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（８月分）の支出について
35,727

都市計画局 建築企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
4,860

都市計画局 建築企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築基準行政事務用　第２２回ＣＡＳＢＥＥ建築評価員講習参加にかかる受講料の支出について（10月7日実施分）
10,800

都市計画局 建築企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品の購入にかかる経費の支出について
105,700

都市計画局 建築企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
36,639

都市計画局 建築企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 第６５回全国建築基準法施行都市連絡会議にかかる資料代の支出について
3,000

都市計画局 建築企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
67,753

都市計画局 建築企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
50,531

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
48,759

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成27年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,280

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築物環境配慮推進委員会事務用食糧費（平成27年度　第1回　大阪市建築物環境配慮推進委員会）の支出について（３名分）
300

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（9月分）の支出について
269,136

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（9月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託（その４）（概算契約）の経費の支出について
1,116,288

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（9月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料（9月分）の支出について
64,692

都市計画局 監察課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
2,880

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
2,103

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
4,058

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
181

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
9,985

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
2,045

福祉局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
3,329

福祉局 総務課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（８月分）
1,002

福祉局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　出張交通費に係る８月分の支出について
15,080

福祉局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年８月分コピー代金の支出について（２台分）
35,600

福祉局 総務課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２７年８月分コピー代金の支出について（２台分）
41,679

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度社会福祉施設指導監査の実施に係る出張旅費の支出について（救護施設「ジョイガーデン」）
9,640

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用書籍（旅費法詳解　外１点）の買入について
6,156

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑯　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファクシミリ）の借入（介護保険課・再リース）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
615

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑱　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（リハセン・総福システム）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
7,560

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
176,251
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福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑤　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成24年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
235,695

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２４年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
10,108

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
370,761

福祉局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　庁内情報利用パソコン機器等の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
207,576

福祉局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （21) 一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファクシミリ・給付金事務センター）の借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
2,808

福祉局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
44,582

福祉局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度福祉局職員健康診断（Ｂ型・Ｃ型肝炎検査）にかかる経費の支出について
661,284

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
132,332

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
5,460

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑳　一般事務用　平成25年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（更生相談所）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
6,510

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
7,344

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
53,330

福祉局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部外３ヶ所）（平成２７年９月分）
27,720

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用市内出張旅費（８月分）の支出について
6,850

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）について　（７月～９月分）
5,579

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）について（７月～９月分）
5,579

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）について（７月～９月）
11,811

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）について（７月～９月分）
5,579

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 視覚障がい者用パソコン等機器の借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
27,687

福祉局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局船場分室一般事務用　ＩＣＴ利用に伴うマジックコネクト利用にかかる経費の支出について（９月分）
854

福祉局 総務課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）について（７月～９月分）
6,532

福祉局 総務課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）について（７月～９月）
13,827

福祉局 総務課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞の買入（年間購読）について（７月～９月分）
6,532

福祉局 総務課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）について　（７月～９月分）
6,532

福祉局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ①　一般事務用　平成27年9月コピー代金の支出について（13台分）
380,226

福祉局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成27年9月分）
843

福祉局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度福祉局文書等逓送業務委託料にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
57,226

福祉局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（９月分）
5,708

福祉局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成27年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
716,644

福祉局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２７年度福祉局文書等逓送業務委託料にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
114,453

福祉局 総務課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（９月分）
6,682

福祉局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室一般事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料９月分）
3,998

福祉局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局船場分室一般事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料９月分）
108

福祉局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
754,650

福祉局 総務課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
883,492

福祉局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張旅費の支出について（平成２７年６月分～９月分）
35,090

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（９月分）
8,840

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
1,721

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
106

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
3,936

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
8,168

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
2,167

福祉局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
3,208

福祉局 総務課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）経費の支出について（9月分）
590

福祉局 経理・企画課 平成27年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月６日支給分）
134,982,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金（ＤＶ関連）の支給に係る経費の支出について（９月分）
54,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立社会福祉センター指定管理に係る業務代行料の支払いについて（第3四半期分）
8,043,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金の住基データ抽出業務の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
616,356
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福祉局 経理・企画課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月１３日支給分）
290,328,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第３回）
222,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第４回）
36,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月14日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第５回）
246,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方公共団体契約実務の要点追録69-73号　買入」にかかる経費の支出について
9,075

福祉局 経理・企画課 平成27年10月15日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（９月請求分その２）の支出について
8,169

福祉局 経理・企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
4,852

福祉局 経理・企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「厚生法規総覧追録（４７３５～４７４５号）」買入に係る経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
9,072

福祉局 経理・企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
13,538

福祉局 経理・企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
20,644

福祉局 経理・企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 企画グループ市内出張交通費の支出について（９月分）
480

福祉局 経理・企画課 平成27年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月２０日支給分）
227,736,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成27年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について
19,116

福祉局 経理・企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（９月分）
3,910

福祉局 経理・企画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事務用　コピー代金の支出について（９月分）
40,016

福祉局 経理・企画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（９月分）の支出について（料金後納郵便分）
11,962,380

福祉局 経理・企画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
3,437,001

福祉局 経理・企画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１０点の借入に係る経費の支出について（９月分）
639,252

福祉局 経理・企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（９月分）
1,077,804

福祉局 経理・企画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（９月分）
141,886

福祉局 経理・企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（９月分）
27,835

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業用　窓あき封筒（再勧奨用）ほか１点の購入及び同所要経費の支出について
2,814,912

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ：９月分）
4,938,084

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：９月分）
5,347,728

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな：９月分）
4,800,276

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（ＵＦＪ：９月分）
7,026,372

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する臨時福祉給付金の支給について（第６回）
156,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月２８日支給分）
78,072,000

福祉局 経理・企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（９月分）
100,946

福祉局 経理・企画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業用　窓あき封筒の購入及び同所要経費の支出について（９月納品分）
161,568

福祉局 経理・企画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業に係る申請書等作成、印字・事務処理業務の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
752,576

福祉局 経理・企画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（９月分）
47,771,013

福祉局 経理・企画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事務用　スチール棚ほか３点の借入及び経費の支出について（９月分）
97,920

福祉局 経理・企画課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金（施設関連）の支給に係る経費の支出について（９月分）
48,000

福祉局 地域福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の支出について（第３四半期）
127,447,750

福祉局 地域福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用「問答式　社会福祉の法律実務」追録108・109号の購入経費の支出について
8,647

福祉局 地域福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議の出席及び旧セーフティネット補助金の協議に係る東京出張について（平成27年９月14日分）
28,830

福祉局 地域福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 セーフティネット支援対策等事業費補助金に関するヒアリングに係る東京出張について
57,660

福祉局 地域福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年度社会福祉施設従事者等表彰用手提袋の買入経費の支出について
14,256

福祉局 地域福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年度社会福祉施設従事者等表彰用丸筒の買入経費の支出について
72,576

福祉局 地域福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 平成27年度障がい者虐待防止啓発用リーフレットの作成にかかる経費の支出について
81,000

福祉局 地域福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 高齢者虐待防止啓発用リーフレットの作成及び同所要経費の支出について
134,460

福祉局 地域福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成27年度第84回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（職員分）
21,740

福祉局 地域福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成27年度第84回全国民生委員児童委員大会にかかる参加経費（資料代）の支出について
65,000

福祉局 地域福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成27年度第84回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（会長分）
308,880

福祉局 地域福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度コミュニティソーシャルワークスキルアップ研修「CSWスーパーバイザー養成実践ゼミ」にかかる会費の支出について
10,000

福祉局 地域福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２７年８月分出張旅費の支出について
8,850
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福祉局 地域福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第70回大阪市民生委員大会及び社会福祉施設従事者等表彰にかかる案内状発送用封筒の購入経費の支出について
40,629

福祉局 地域福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 第70回民生委員児童委員大会にかかる案内状印刷経費の支出について
48,600

福祉局 地域福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 休日夜間福祉電話相談事業にかかる経費の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
6,626,500

福祉局 地域福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度権利擁護相談支援サポートセンター事業の実施にかかる経費の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
12,782,500

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成２７年度地域福祉推進功労者表彰及び社会福祉施設等従事者表彰にかかる表彰状刷り込み印刷経費の支出について
55,836

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（９月分）
906,183

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　建物修繕料 平成２７年度社会福祉研修・情報センターブラインポンプ整備工事の所要経費の支出について
900,720

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（９月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（９月分）
6,730,400

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（９月分）
744,411

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　総合福祉システム用業務統合端末等機器長期借入経費の支出について（９月分）
1,661,882

福祉局 地域福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用「問答式　社会福祉の法律実務」追録110号の購入経費の支出について
4,609

福祉局 地域福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（９月分）
1,766

福祉局 地域福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞（平成27年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
25,638

福祉局 地域福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞（平成27年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞（平成27年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞（平成27年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉（平成27年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
13,284

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８月分）
24,942

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,100

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
432

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
432

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
2,592

福祉局 地域福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
864

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（８月分）
484

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（８月分）
24,196

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１０月分）
16,950,540

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１０月分）
5,526,825

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１０月分）
39,900

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年１０月分）
606,732

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
97,200

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（８月分：２）の支出について
225,342

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（８月分）
106,192

福祉局 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（８月分）
1,275,586

福祉局 保護課 平成27年10月01日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（８月分）
6,452

福祉局 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度社会福祉施設指導監査にかかる出張について（救護施設ジョイガーデン）
6,300

福祉局 保護課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「納付書（納付書Ａ４カットＯＣＲ用紙）」ほか１点の印刷にかかる経費の支出について
880,178

福祉局 保護課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２７年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（８月分）
10,206

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業及び身近な地域での日本語教育支援事業）委託経費の支出について（第３四半
期分） 2,265,057

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料
中国残留邦人に対する地域生活支援事業（地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業及び身近な地域での日本語教育支援事業）委託経費の支出について（第３四半
期分） 2,265,057

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第３四半期分）
5,650,549

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務委託経費の支出について（第３四半期分）
6,286,415

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について
31,702

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２７年８月精算分）の支出について
900,896
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福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２７年１０月概算分）の支出について
52,439,941

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２７年８月精算分）の支出について
5,037,349

福祉局 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２７年１０月概算分）の支出について
205,808,902

福祉局 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設さわやか荘）
3,880

福祉局 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度心理判定業務にかかる出張について（救護施設橡生の里）
3,800

福祉局 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（１０月分）　　　　　　　（淀川寮救護、淀川寮更生、大淀寮救護、大淀寮更生、港晴寮、第２港晴寮）
105,541,880

福祉局 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１０月分）の再支出について（口座不能分）
19,380

福祉局 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 負担金、補助及交付金　会費 総合就職サポート事業用職業紹介責任者講習受講にかかる経費の支出について
13,000

福祉局 保護課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　印刷製本費 生活保護費に関するお知らせ印刷にかかる経費の支出について
96,726

福祉局 保護課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　７
1,944

福祉局 保護課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる委託料の支出について（８月分）
2,471,364

福祉局 保護課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる委託料の支出について（８月分）
2,413,152

福祉局 保護課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２７年１０月分の支出について
9,187,000

福祉局 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年８月審査分
665

福祉局 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
48,417

福祉局 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分保護費、８月作業分）の支出について
1,198,638

福祉局 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２７年８月審査分
271,516

福祉局 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる経費の支出について（９月分）
374,436

福祉局 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（４～８月分）の支出について　査察グループ
187,840

福祉局 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 生活保護施設事務用 もと救護施設愛隣寮における電気代（９月分）の支出について
9,637

福祉局 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について
55,745

福祉局 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成27年度　生活保護適正化にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第２四半期）
324,000

福祉局 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２７年９月審査分（追加払い）の支出について
23,324,834

福祉局 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる経費の支出について（９月分）
272,808

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
632

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
31,591

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料平成２７年９月審査分の支出について
28,975

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費平成２７年９月審査分の支出について
1,594,706

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
138,650

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成27年度生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
324,000

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２７年９月審査分の支出について
6,319,210

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２７年９月審査分の支出について
472,342,871

福祉局 保護課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
1,665,476

福祉局 保護課 平成27年10月22日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
8,424

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（８月分）の支出について　保護グループ
2,130

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月分）の支出について　保護グループ
1,360

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について
10,900

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（平成２７年９月申請分）
133,500

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（８月分）の支出について　保護グループ
10,600

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（５月分）の支出について
3,257

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（７月分）の支出について　保護グループ
12,260

福祉局 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
1,269,600

福祉局 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成27年8月申込分)
13,230

福祉局 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２７年１０月審査分）
22,353,513

福祉局 保護課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（８月分）の支出について
17,740

福祉局 保護課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 指定医療機関等個別指導検査用市内出張交通費（４月分）の支出について
23,369

福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（文書料）の支出について
2,160

福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成27年度生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成２７年９月点検依頼分）
4,165,024
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福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１１月分）の支出について
7,154,543,819

福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１１月分）の支出について
3,478,039,065

福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１１月分）の支出について
56,887,952

福祉局 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２７年１１月分）の支出について
27,422,868

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料平成２７年９月審査分の支出について
63,799

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１１月分）
17,376,059

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１１月分）
5,512,885

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬平成２７年１０月審査分（概算払い）の支出について
16,421,000

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１１月分）
24,230

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２７年１１月分）
3,100

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２７年１１月分）
606,732

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２７年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（９月分）
10,206

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,349,466

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（９月分）の支出について
16,162

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　８
1,944

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　９
1,944

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料平成２７年９月審査分の支出について
22,200,915

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：４）の支出について
152,928

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 生活保護業務用専門相談員派遣事業（不動産に関する相談）にかかる委託料の支出について（上半期分）
64,800

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託料の支出について（概算契約）９月作業分
725,968

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
86,400

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 総合就職サポート事業委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
156,449,400

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：１）の支出について
345,708

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：２）の支出について
262,602

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：３）の支出について
210,600

福祉局 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬平成２７年１０月審査分（概算払い）の支出について
10,976,098,986

福祉局 保険年金課 平成27年10月01日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療事業用　１０月分還付金の支出について
1,200,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,739,441,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
248,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,295,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
256,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度第６期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,384,762,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年8月分コピー代金の支出について
19,340

福祉局 保険年金課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
36,960

福祉局 保険年金課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
72,603,590

福祉局 保険年金課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成27年8月分コピー代金の支出について
12,894

福祉局 保険年金課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度柔道整復施術に係る療養費支給申請書点検業務委託料の支出について（６月分）
625,644

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
20,489

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
4,953

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
22,006

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（１０月分）
2,180,138,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
630

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成27年度医療費助成第三者行為求償事務委託料（前期分）の支出について
22,910

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
8,910

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度北区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の実施と所要経費の支出について（８月分）
3,092,904

福祉局 保険年金課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（５～８月分・第１回）
7,387,458

福祉局 保険年金課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２７年度国保給付事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
3,684

福祉局 保険年金課 平成27年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２７年度後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（１０月１３日支払　過年度減額更正分）
138,700
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福祉局 保険年金課 平成27年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１３日支払分）
1,497,565

福祉局 保険年金課 平成27年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年９月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
7,891

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
3,916

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
6,708

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
10,845

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
22,849

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
8,556

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
126,041

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
66,176

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
528

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
140,105

福祉局 保険年金課 平成27年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２７年度　保険年金課共通帳票の作成経費の支出について（第２回目）
786

福祉局 保険年金課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
6,439,461

福祉局 保険年金課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージにかかる療養費の支出について（９月分）
9,274,739

福祉局 保険年金課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（９月分）
12,082,070

福祉局 保険年金課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（６～８月分・第１回）
2,466,306

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保・年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録547号 外7点の買入及び経費の支出について
270,750

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（９月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：１０月審査概算払分）
175,594,496

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：１０月審査概算払分）
105,282,951

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：１０月審査概算払分）
256,395,231

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
5,178

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保・年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録547号 外7点の買入及び経費の支出について
259,548

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 国民健康保険被保険者証更新周知用ポスター作成に係る経費の支出について
84,315

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度国民健康保険法律相談業務に関する顧問料の支出について（平成27年7月～平成27年9月分）
162,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
51,174

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　「CREPiCO口座振替受付端末用ロール紙」購入にかかる支出について
223,020

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
31,080

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（9月審査分）
30,416,120

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（10月概算払分）
6,881,684,468

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（9月決定分）
458,319,275

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（9月決定分）
1,784,608,977

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（9月決定分）
961

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年９月分）
109,192,225

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
58,527,313

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（9月審査分）
950,004

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（9月審査分）
501,708,417

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（9月決定分）
11,935,956

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成２７年９月分）
5,465,940

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（9月決定分）
80,910,405

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第6期分）
863,834,153

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第6期分）
7,252,436,951

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度中央区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
4,944,957

福祉局 保険年金課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
2,840

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 重度障がい者医療費助成事業用　障がい者医療証（バッチ）外１点の作成及び同経費の支出について
246,510

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 重度障がい者医療費助成事業用　障がい者医療証同封ビラの作成及び同経費の支出について
72,910

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：９月審査分）
1,701,920

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
79,040
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福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
5,414,720

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
62,240

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
1,600,640

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
586,554

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
10,003,381

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
203,439

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
131,621

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（調剤　9月分）
31,627,908

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（レセ電　9月分）
597,366

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（柔整　9月分）
2,280,096

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
2,237,900

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（９月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,005,797,029

福祉局 保険年金課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
3,654,406

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（９月分）
4,358,595

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書封入封緘業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
70,578

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
112,362

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
42,015

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・一般）の支出について
95,061,695

福祉局 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・退職）の支出について
2,893,601

福祉局 保険年金課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(１０月決定分)
3,119,088

福祉局 保険年金課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：１０月決定分）
2,115,384

福祉局 保険年金課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：１０月決定分）
2,948,040

福祉局 保険年金課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　窓あき共通封筒ほか１４点の買入にかかる所要経費の支出について（医療助成事業用）（第３回目）
605,880

福祉局 保険年金課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　窓あき共通封筒ほか１４点の買入にかかる所要経費の支出について（医療助成事業用）（第３回目）
129,600

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
52,704

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
105,408

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)
15,099

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
77,760

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
51,072

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
210,816

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 平成27年度国保だよりの作成にかかる支出について
1,048,619

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成２７年８月分）
11,317

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 外国人向けパンフレット「大阪市国民健康保険のご案内」の翻訳業務委託の実施にかかる同所要経費の支出について
40,500

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（９月分）
100,794

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度柔道整復施術に係る療養費支給申請書点検業務委託料の支出について（７，８月分）
1,251,288

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
122,168

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険システム用端末機器（増設分）のリース料の支出について（９月分）
43,999

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
2,279,764

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
1,276,944

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成２７年10月分)
306,650

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施及び所要経費の支出について（９月分）
420,125

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度都島区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
5,088,960
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福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２７年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
324,068

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
52,704

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
122,922

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（9月分）
23,701

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
569,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
255,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（9月分）
39,709

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２７年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
50,549

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２７年度後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（１０月２３日支払　過年度減額更正分）
48,500

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２３日支払分）（歳出還付）
1,808,576

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用端末機器等のリース料の支出について（９月分）
177,120

福祉局 保険年金課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システム用サーバ機器等のリース料の支出について（９月分）
885,600

福祉局 保険年金課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
146,960

福祉局 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険事業国庫支出金申請システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について(平成２７年４月～平成２７年９月分)
108,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年９月審査分特定健康診査等委託料の支出について
55,353,391

福祉局 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年９月審査分特定健康診査費用手数料の支出について
1,655,926

福祉局 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年９月審査分特定健康診査等委託料（代行入力分）の支出について
98,493

福祉局 保険年金課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用「ヘルスアップ国保倶楽部」委託料の支出について（８月末日締分）
29,400

福祉局 保険年金課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　印刷製本費 平成２７年度　後期高齢者医療保険料決定通知書同封ビラ（年次）ほか３点の所要経費の支出について（４回目）
45,511

福祉局 保険年金課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（９月分）
60,888

福祉局 保険年金課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２７年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について（９
月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（９月分）
220,665

福祉局 保険年金課 平成27年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について（９月分）
27,939

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
840

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支払について（９月分）
319,798

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
42,529

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
1,241,524

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：１０月審査概算払分）
109,498,092

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託にかかる所要経費の支出について（１０月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
110,786

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
387,438

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１０月審査概算払分）
28,131,382

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
16,178

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２６年度老人保健交付金返還金の支出について
1,252,210

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
4,520

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる支出について（第１回目）
1,198,892

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年度国民健康保険被保険者証送付用封筒の作成にかかる支出について（第１回目）
93,014

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
177,704

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２７年９月分）
188,362

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 給付事務用　平成２７年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務に係る所要経費の支出について（９月分）
335,339

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（平成27年９月分）
110,317

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（平成27年９月分）
6,762

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費の支出について（９月臨時分）
6,912

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度　大阪府国民健康保険団体連合会分担金（後期分）の支出について
24,818,797

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
44,358

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
126,507

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
144,195

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
315,500
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福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成27年度国民健康保険システムはがき加工処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(14回目)
144,894

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診受診券郵送料及び特定健診にかかる結果通知表郵送料（９月分）の支出について
1,193,472

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）の実施と所要経費の支出について
155,287

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２７年度北区ほか７区特定健康診査（集団健診）業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
5,931,144

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（２７．９月分）
4,918,134

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度　国民健康保険給付事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（９月分）
161,494

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（８、９月分・第１回）
3,346,856

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２７年度　後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（９月分）
14,692

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
59,170

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
510,230

福祉局 保険年金課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
42,625

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
96,871

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
126,295

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（８月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
283,584

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
335,805

福祉局 自立支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
1,834,570

福祉局 自立支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 ホームレス自立支援事業用製本テープほか13点買入経費の支出について
26,460

福祉局 自立支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 就労訓練推進事業用コピー用紙（カラー用紙）買入経費の支出について
15,552

福祉局 自立支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（8月分）
35,952

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【住之江区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,640

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【住吉区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【此花区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【鶴見区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,733,900

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【平野区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,584,323

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【都島区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【東淀川区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【旭区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,699,389

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【大正区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【北区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【東住吉区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【港区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【城東区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,590

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【阿倍野区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【東成区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【西区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【中央区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,724,300

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【生野区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【西淀川区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,667

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【浪速区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【西成区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
3,584,323

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【天王寺区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【福島区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,735,688

福祉局 自立支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成27年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）【淀川区】にかかる業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,683,962

福祉局 自立支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金（民間賃貸住宅、10月月中支払分）の支出について
358,295

福祉局 自立支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用輪ゴム他２３点の購入にかかる所要経費の支出について
74,077

福祉局 自立支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室８月分）
16,956

福祉局 自立支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん貯蓄組合事業清算業務用非常通報機設備及び附属設備保守点検業務委託契約にかかる所要経費の支出及び契約書の作成について
54,432
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福祉局 自立支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
972

福祉局 自立支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 大阪市立西成市民館管理運営業務にかかる管理運営経費の支出について(平成２７年度第３四半期分)
4,135,000

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
122,361

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
16,228

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
22,684

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
36,145

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
158,486

福祉局 自立支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
16,696

福祉局 自立支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１０月分の支出について（２回目）
385,560

福祉局 自立支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター８月分）
13,708

福祉局 自立支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報償費　報償金 生活困窮者自立支援懇談会（平成２７年１０月５日開催分）にかかる委員報酬の支出について
67,422

福祉局 自立支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 負担金、補助及交付金　会費 第２回生活困窮者自立支援全国研究交流大会にかかる参加費の支出について
10,400

福祉局 自立支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
29,873

福祉局 自立支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　印刷製本費 就労訓練推進事業パンフレット作成にかかる印刷製本費の支出について
116,640

福祉局 自立支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター９月分）
13,927

福祉局 自立支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室９月分）
7,592

福祉局 自立支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金にかかる扶助費の支出について（10月市営住宅分）
40,300

福祉局 自立支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
7,405,580

福祉局 自立支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
2,600,000

福祉局 自立支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）１１月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入にかかる使用料の支出について（平成２７年９月分）
1,112,400

福祉局 自立支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成27年度住居確保給付金（民間賃貸住宅、10月月末支払分）の支出について
1,434,810

福祉局 自立支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（受取人払分）
27,437

福祉局 自立支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（差出分）
155,255

福祉局 自立支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（９月分）
5,130

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度筋ジストロフィー児・者検診事業及び療育福祉相談事業委託料の支出について（第３四半期分）
142,684

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度障がい者歯科診療センター業務委託料の支出について（第3回分）
5,924,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市知的障がい児親子通所事業用委託料の支出について（第３四半期分）
3,691,197

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月02日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 報償費　報償金 第２回大阪市立児童発達支援センター民間移管予定者選定会議開催にかかる委員報酬の支出について（平成２７年度）
67,692

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託料の支出について（８月分）
320,760

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業業務委託料の支出について（平成２７年１０月～１２月分）
8,890,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年度障がい者福祉事業用市内出張交通費の支払いについて（７・８月分）
66,140

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障害者総合支援法事業者ガイドブック（報酬編）２０１５年版　外1点　買入経費の支出について（障がい福祉事業用）
44,793

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市旭区障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（平成２７年１０月～１２月分）
3,242,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター8月分）
48,440

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院８月分）
17,540

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい者スポーツ振興事業にかかる委託料の支出について（第３四半期　障がい者福祉事業用）
8,000,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度特別障がい者手当等給付費の支出について（９月決議分）
1,706,400

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等９月決議分）
644,460

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　消耗品費 音声コード読み取り装置の買入について（「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」にかかる資料作成用）
49,800

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 第２～３回　大阪市立障がい者就労支援施設等指定管理予定者選定会議開催にかかる委員報酬の支出について（平成２７年度）
101,448

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立早川福祉会館管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
8,417,753

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい者スポーツセンター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
172,891,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（８月分）
17,661,300

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２７年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（１０月分）
22,580,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成26年度事業分指定管理施設の外部評価会議開催にかかる委員報酬の支出について（平成27年度　９月17日・18日・25日実施分）
101,708

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市手話・点訳奉仕員養成事業委託料の支出について（第３四半期分）
3,154,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業委託料の支出について（第３四半期分）
12,207,000
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福祉局 障がい福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市リフト付バス運行事業委託料の支出について（第３四半期分）
2,048,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市身体障がい者生活訓練事業委託料の支出について（第３四半期分）
5,410,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市身体障がい者社会参加促進事業委託料の支出について（第３四半期分）
2,864,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会 委員用視覚障がい者ガイドヘルプ経費の支出及び業務委託契約の締結について（平成27年９月14日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度早川福祉会館点字図書室業務の委託料の支出について（第3四半期分）
11,500,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度 点字図書館運営補助金の支出について（第3四半期分）
16,372,570

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　厚生福祉の年間購読料（第２四半期分）の支出について（障がい者福祉事業用）
13,284

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　読売新聞の年間購読料（第２四半期分）の支出について（障がい者福祉事業用）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　産経新聞の年間購読料（第２四半期）の支出について（障がい者福祉事業用）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第９号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 淡路こども園の民間移管にかかる土地賃料鑑定業務委託の支出について（平成２７年度）
1,416,960

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 身体障害者福祉法施行65周年・知的障害者福祉法施行55周年大阪市記念大会市長表彰・市長感謝状贈呈候補者選考委員会にかかる報酬の支出について（9月3日分）
52,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成27年９月14日開催分）
162,350

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」心の輪を広げる体験作文等の作品選考会審査員報酬経費の支出について
26,740

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成27年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成27年９月14日開催分）
5,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央）委託料の支出について（平成27年度　第3四半期分）
7,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（各地域）委託料の支出について（平成27年度　第3四半期分）
12,300,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の支出について（平成27年度　第3四半期分）
13,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月26日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 地域人づくり事業（処遇改善プロセス）障がい者就労支援施設製品販売支援業務委託料の支出について（平成27年度　第3四半期分
2,030,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 身体障害者福祉法施行65周年・知的障害者福祉法施行55周年大阪市記念大会用案内状作成経費の支出について
15,066

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 身体障害者福祉法施行65周年・知的障害者福祉法施行55周年大阪市記念大会用封筒作成経費の支出について
4,017

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度　港湾局用地一時使用（南港埋立地：さきしま園）にかかる賃貸料の支出について
628,318

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２７年度特別児童扶養手当の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月会議開催分）
130,024

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２７年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月会議開催分）
162,530

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２７年度　毎日・日本経済新聞の年間購読料（第２四半期分）の支出について（障がい者福祉事業用）
25,638

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳交付事務業務用療育手帳の作成にかかる経費の支出について
29,419

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（南大阪小児リハビリテーション病院9月分）
2,720

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会障がい者計画策定・推進部会委員用視覚障がい者ガイドヘルプ業務委託経費の支出について（平成27年10月６日開催分）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託料（９月分）の支出について
320,760

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度重症心身障がい者介護手当の支出について（第２四半期分）
26,830,000

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月分実績）の支出について
71,161,330

福祉局 障がい福祉課 平成27年10月30日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２７年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２７年１０月分）
3,505,200

福祉局 障がい支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３の①）
343,245

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その４）
241,159

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
327,170

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成27年8月提供分）
96,519

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（阿倍野区第８５号）
4,885

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2704号）
105,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度移動支援サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
43,240

福祉局 障がい支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（９月支払(４月～８月分））
3,251

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その６の①）
130,290

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その５）
288,855

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる経費の支出について（８月分その１）【大阪市外分）
13,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（５月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る経費の支出について（７月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る経費の支出について（７月分その１）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（８月分）
110,553

福祉局 障がい支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る支出について（８月分その２）【大阪市外分】
27,200
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福祉局 障がい支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その８の①）
327,735

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その７）
95,040

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その９）
236,130

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（８月分）
4,000

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度障がい支援区分認定調査業務委託料の支出について（８月分）
7,024,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（８月分）
4,536

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成２７年９月請求分）
123,590

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分その２）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて９月支払その３(６月～８月分）
18,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１１）
115,365

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１２の①）
322,725

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１０）
268,916

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい児給付費の支出について（９月審査分）
516,946,565

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい福祉サービス費の支出について（９月審査分）
4,074,166,948

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（９月審査分）
237,886,348

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第２３号）
6,900

福祉局 障がい支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（中央区第１号）
2,240

福祉局 障がい支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定調査及び審査会事務用消耗品の買入に係る経費の支出について
7,020

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１２の②）
9,720

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）９月提供分（７月診療８月審査）の支出について
22,420

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（９月受付分）
4,433,872

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（９月受付分）
941,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（６月分その３）【大阪市外分】
13,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査に係る経費の支出について（７月分その２）【大阪市外分】
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（９月受付分）
870,128

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その１）【大阪市外分】
197,200

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる経費の支出について（８月分その１）【大阪市外分）
6,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（９月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
357,577

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度障がい支援区分認定調査（近接地）市内出張旅費の支出について（８月分）
19,795

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年度連絡調整用市内・近接地出張交通費の支出について（８月分）
28,017

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その８の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その６の②）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（国保）８月診療分（９月審査分）の支出について
20,020,499

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢８月診療分）
2,567,626

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保８月診療分）
17,791,357

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（後期高齢）８月診療分（９月審査分）の支出について
463,420

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保79医療費）の支払いについて（８月診療９月審査分）
792,512

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（８月診療９月審査分）
1,364,204

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて９月支払(７月分）
2,300

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（８月支払(６月・７月分））
4,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（９月支払(７月～８月分））
12,152

福祉局 障がい支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（国保53）の支払について（８月診療９月審査分）
708,682

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（国保・審手）9月審査分の支出について
13,104

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢８月診療・９月審査分）
28,032

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（後期高齢・審手）9月審査分の支出について
768
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福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（９月審査分）
4,224

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（９月審査分）
1,632

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保８月診療・９月審査分）
57,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第２５号）
7,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（国保53審査委託料）の支払について（９月審査分）
18,336

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい支援区分認定事務用窓あき封筒ほか２点の印刷にかかる経費の支出について
368,712

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分））
269,803

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度療養介護医療費（社保）9月審査分の支出について
963

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（８月診療９月審査分）
7,895

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　機械器具費 障害福祉サービス費支払実績等管理ツール用端末機器の購入経費の支出について
215,784

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分））
734,827,813

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度療養介護医療費（社保）８月診療分（９月審査分）の支出について
2,081,383

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（社保79）の支払いについて（８月診療９月審査分）
8,450,982

福祉局 障がい支援課 平成27年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
1,501,000

福祉局 障がい支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１５）
264,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１４）
369,870

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１３）
323,220

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２の③）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１６）
175,650

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団）【第３四半期分・人件費】
887,300

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人いわき学園）【第２四半期分・物件費】
23,059

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人光徳寺善隣館）【第３四半期分・人件費】
887,300

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団）【第２四半期分・物件費】
25,233

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人いわき学園）【第３四半期分・人件費】
1,774,600

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
56,430

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障害者総合支援法に基づく特例介護給付費の支出について（９月審査分）
1,548,386

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第２四半期）（1/2）
577,940

福祉局 障がい支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度大阪市強度行動障がい者処遇改善事業費の支出について（第２四半期）（2/2）
480,260

福祉局 障がい支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
90,773

福祉局 障がい支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人光徳寺善隣館）【第２四半期分・物件費】
23,699

福祉局 障がい支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成27年9月提供分）
23,707

福祉局 障がい支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２７年９月請求分）
2,122,025

福祉局 障がい支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１８の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１８）
11,880

福祉局 障がい支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１７）
85,320

福祉局 障がい支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）借入に係る経費の支出について（9月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（９月分）の支出について
10,850

福祉局 障がい支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（２）
19,880

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会及び役員会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２７年９月分）
3,380,111

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会及び役員会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２７年９月分）
100,210

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年9月分　その２）
104,094

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成27年9月分　その１）
352,008

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２の②）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その３）
331,365

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その２の①）
166,815

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その１）
282,570

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１０月請求分その４）
159,165
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福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園9月分）
5,923,680

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市地域活動支援センター事業（生活支援型）経費の支出について（下半期）
82,014,417

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（９月分）
111,274

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２７年度障がい支援区分認定調査業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
5,902,400

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（９月分その２）【大阪市外分】
197,200

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（８月診療９月審査10月提供分）の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（９月分）
9,072

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の支出について（第３四半期分）
2,863,674

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設（措置費）の支出について（９月分）
59,736,785

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）
637,456

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（９月分）
15,480

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて（１０月支払）
166,253

福祉局 障がい支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成27年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（９月提供分（７・８月分含む）
13,252,180

福祉局 運営指導課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
4,844

福祉局 運営指導課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成27年９月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
3,998

福祉局 運営指導課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成27年９月分）
854

福祉局 運営指導課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成27年９月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
108

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（６８回目）
504,320

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（６７回目）
970,660

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（６６回目）
501,620

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（４６回目）
1,059,314

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分１回目）
27,600

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～９月実施分）（６９回目）
1,706,420

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（７月分）
8,127,898

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課火災警報器（連動型）設置業務委託費の支出について（平成２７年８月分）
97,200

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４８回目）
365,698

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～９月実施分）（７１回目）
1,972,471

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（７０回目）
1,018,624

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分２回目）
1,889,532

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（７２回目）
489,820

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（７３回目）
495,600

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度生活支援コーディネーター配置事業にかかる委託経費の支出について(住之江区)(10月～12月分)
2,250,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度生活支援コーディネーター配置事業にかかる委託経費の支出について(鶴見区)(10～12月分)
2,250,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度生活支援コーディネーター配置事業にかかる委託経費の支出について(港区)(10月～12月分)
2,250,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 （高齢福祉課職員用）平成２７年７月・８月分市内出張旅費（近接地含む）の支出について
36,247

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（５０回目）
718,312

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４８回目）②
698,976

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（７４回目）
500,160

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（７５回目）
523,844

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（５１回目）
347,318

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症初期集中支援推進事業関係者研修（第２回）の所要経費の支出について
15,160

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（8月分2回目）
5,902,118

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（７６回目）
1,969,343

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（７月分６回目）
239,829

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（７９回目）
964,363

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分３回目）
2,444,700

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４７回目）
348,558

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（７８回目）
499,300
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福祉局 高齢福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４月実施分）（４９回目）
24,897

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（５４回目）
758,300

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（５３回目）
687,816

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（４８回目）③
346,078

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（平成２７年７～９月分）
25,638

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２７年７～９月分）
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成25年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
274,923,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成26年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
57,129,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成27年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
36,166,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
40,321,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成25年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
94,271,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
133,742,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成24年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
29,321,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成26年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
102,563,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成27年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
29,309,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の実施及び所要経費の支出について（平成24年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
75,261,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
3,876,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４月～８月実施分）（７７回目）
1,087,404

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,760,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 地域包括支援センター連絡調整事業に係る経費の支出について（第３四半期分）
4,731,250

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（８月分３回目）
1,007,200

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～８月実施分）（５２回目）
2,856,364

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分４回目）
1,472,259

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期）
7,140,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 基本チェックリスト実施勧奨関係書類発送用窓あき封筒外１点の作成に係る経費の支出について（平成２７年度発送追加分）
110,160

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（８月分）
4,381,718

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（８０回目）
1,019,204

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（５８回目）
334,918

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（８１回目）
994,900

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（５６回目）①
357,238

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度認知症対策連携強化事業及び認知症カフェ等運営支援事業にかかる委託経費の支出について（第３四半期分）
5,013,665

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度認知症対策連携強化事業及び認知症カフェ等運営支援事業にかかる委託経費の支出について（第３四半期分）
150,368

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉課用電磁調理器の概算買入の支出について（平成２７年９月分）
130,096

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について
30,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業委託料の支出について（８月分５回目）
1,215,099

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市認知症施策担当者会議の開催にかかる出張及び所要経費の支出について（10月13日開催）
29,240

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（８２回目）
1,500,027

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５月～９月実施分）（５６回目）②
1,414,924

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（東住吉区）（第３四半期分）
2,528,336

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（平成２７年９月分）の支出について
33,048

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
6,422,636

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２７年９月分）
65,880

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（９月分１回目）
24,548,158

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
3,913,110

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（城東区）（第３四半期分）
2,528,336
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福祉局 高齢福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（平成２７年９月分）
465,696

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度認知症疾患医療センター運営事業実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期分）
2,457,296

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 二次予防事業の対象者把握用案内文印刷用カット紙（介護Ａ４カット紙）及び基本チェックリスト実施勧奨ちらし作成に係る経費の支出について（平成２７年度発送追加分）
160,358

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 介護予防ポイント事業の実施に係る受入施設の募集周知に係る経費の支出について
54,648

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（９月分）
5,358,655

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（６月～９月実施分）（５７回目）
1,049,394

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第2回地域包括支援センター運営協議会会議録調製費用の支出について
25,920

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２７年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期）
200,000

福祉局 高齢福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（８月分）
10,956,968

福祉局 高齢施設課 平成27年10月05日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 市立特別養護老人ホーム大畑山苑の不動産鑑定（土地貸付）に係る経費の支出について（大和不動産鑑定）
587,520

福祉局 高齢施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度老人保護措置費の支出について（平成27年10月～12月：概算分）
657,718,838

福祉局 高齢施設課 平成27年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 市立特別養護老人ホーム大畑山苑の不動産鑑定（土地貸付）に係る経費の支出について（日本不動産研究所）
617,760

福祉局 高齢施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
17,760

福祉局 高齢施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第3四半期分）
130,641,600

福祉局 高齢施設課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成27年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（9月分）
43,200

福祉局 いきがい課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度敬老優待乗車証継続利用対象者の納付等に伴うコールセンター業務委託の経費の支出について
3,886,799

福祉局 いきがい課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（８月分）経費の支出について
79,388

福祉局 いきがい課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（８月分）
22,406

福祉局 いきがい課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期）
4,895,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）（北区北老人福祉センター外２３施設）
134,139,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立城東区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）
6,032,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金の支出について（空調分、９月分）
745

福祉局 いきがい課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金の支出について（給湯分、９月分）
745

福祉局 いきがい課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気料金の支出について（９月分）
342,074

福祉局 いきがい課 平成27年10月14日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 もといきいきエイジングセンター管理業務委託の実施及び経費の支出について（４月～９月分）
6,981,120

福祉局 いきがい課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（８月分）の支出について
11,243,589

福祉局 いきがい課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（9月分）経費の支出について
80,616

福祉局 いきがい課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市天王寺区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について
289,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（９月分）経費の支出について
13,757

福祉局 いきがい課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（９月分）の経費の支出について
31,464

福祉局 いきがい課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（８月分）の支出について
578,713

福祉局 いきがい課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（９月分）経費の支出について
75,743

福祉局 いきがい課 平成27年10月21日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター上下水道使用料の支出について（10月分）
86,873

福祉局 いきがい課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度老人クラブ活動推進事業委託料経費の支出について（第３四半期分）
5,969,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成27年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第３四半期分）
21,323,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金８月分）の支出について
391,268,934

福祉局 いきがい課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 第２８回全国健康福祉祭やまぐち大会の選手団派遣事業にかかる出張命令及び同経費の支出について
76,320

福祉局 いきがい課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年度　いきがい課市内出張交通費の支払について（９月分）
19,820

福祉局 いきがい課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（９月分）の支出について
530,992

福祉局 いきがい課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市老人クラブ育成補助金の支出について（菅原菅寿会あじさいクラブ）
60,000

福祉局 いきがい課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（10月分）
403,120

福祉局 いきがい課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター管理費等の支出について（10月分）
782,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000

福祉局 介護保険課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成27年8月分）
9,558

福祉局 介護保険課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成27年8月分）
42,616

福祉局 介護保険課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（８月審査分）
1,713,337

福祉局 介護保険課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
4,320

福祉局 介護保険課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理業務にかかる委託料の支出について（８月審査分）
166,170
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福祉局 介護保険課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
118,800

福祉局 介護保険課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】①）
100,440

福祉局 介護保険課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分①）
17,280

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（８月分）
166,493

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（８月分）
491,391

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
72,360

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑥）
3,780

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑤）
99,680

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分②）
16,200

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分③）
4,320

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（８月分）
6,048

福祉局 介護保険課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑧）
73,662

福祉局 介護保険課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
18,830

福祉局 介護保険課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分④）
16,200

福祉局 介護保険課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】②）
90,720

福祉局 介護保険課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑫）
3,240

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（８月分）
610

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（８月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用保険者マスターデータ作成業務委託にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用保険者マスターデータ作成業務委託にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用保険者マスターデータ作成業務委託にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第58回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
53,192

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第58回地域密着型サービス運営委員会報酬にかかる所要経費の支出について
2,760

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用保険者マスターデータ作成業務委託にかかる経費の支出について
75,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（８月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（７月９日開催分）
96,040

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（７月９日開催分）
3,380

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（８月分）
4,520

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
74,520

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑨）
84,240

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑦）
3,240

福祉局 介護保険課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター電話機移設等業務実施にかかる所要経費の支出について
48,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍 介護報酬の解釈１・２・３ 外２点の買入にかかる経費の支出について
86,400

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍 介護報酬の解釈１・２・３ 外２点の買入にかかる経費の支出について
306,882

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険制度ハンドブックの作成及び同所要経費の支出について
405,108

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（7月分）その２
1,188

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（8月分）その２
1,296

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
88,560

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（口座振替不能分）
5,400

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について（厚生年金：歳出）
40,000

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について（国民年金：歳出）
6,800

福祉局 介護保険課 平成27年10月13日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について（基礎年金：歳出）
100,418

福祉局 介護保険課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑪）
35,640

福祉局 介護保険課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】③）
32,400

福祉局 介護保険課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑩）
41,040

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（８月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（８月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度介護サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
62,157,656
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福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
43,753,080

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
124,463,476

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
8,282,979

福祉局 介護保険課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付金の支出について（口座、歳出）
517,902

福祉局 介護保険課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（８月分）
64,677,960

福祉局 介護保険課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
32,400

福祉局 介護保険課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
70,200

福祉局 介護保険課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２７年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第3四半期分）
7,969,215

福祉局 介護保険課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍 「介護保険六法」「公費医療・難病医療ガイド」の買入にかかる経費の支出について
16,227

福祉局 介護保険課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用書籍 「介護保険六法」「公費医療・難病医療ガイド」の買入にかかる経費の支出について
4,428

福祉局 介護保険課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託の実施及び同経費の支出並びに委託契約について（９月分）
54,425

福祉局 介護保険課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険給付費通知書印字用連続帳票の作成及び同所要経費の支出について
456,548

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成27年９月審査分）
665

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成27年９月審査分）
72,375

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
1,182,023

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターの複写データの賃貸借料の支出について（９月分）
17,850

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査業務委託料の支出について(８月分)
1,130,760

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年９月審査分）
15,950,674,845

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成27年９月審査分）
1,254,541,782

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成27年９月審査分）
292,961,053

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成27年９月審査分）
556,149,997

福祉局 介護保険課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払い業務委託料の支出について（平成27年９月審査分）
16,817,876

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年9月分）の支出について
1,216

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年9月分）の支出について
16,542

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
11,740

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
82,080

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
4,320

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】④）
9,720

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成27年9月分）の支出について
522

福祉局 介護保険課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（平成27年9月分）の支出について
3,890

福祉局 介護保険課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
31,309,482

福祉局 介護保険課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
304,440

福祉局 介護保険課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
87,480

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成27年度第2四半期分）
256,629

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２７年９月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成27年度第2四半期分）
897,379

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成27年度第2四半期分）
223,684

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託契約にかかる委託料の支出について（平成27年度第2四半期分）
168,045

福祉局 介護保険課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（平成２７年９月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
134,240

福祉局 介護保険課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
3,911,337

福祉局 介護保険課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
584,716
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福祉局 介護保険課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
375,592

福祉局 介護保険課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
694,842

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（平成27年７月分）
4,334,131

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（9月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成27年度大阪市介護保険事業者公募に係る選定会議（第2回）の委員報償金に係る所要経費の支出について
50,429

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用　介護保険端末プリンタートナーカートリッジ買入にかかる支出について
1,053,000

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便に係る経費の支出について（9月分）
8,402,478

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（１０月分）
75,600

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（9月分⑨）
3,240

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（９月分）
7,560

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査業務委託に係る所要経費の支出について（９月分）
77,452,830

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２７年度要介護認定調査の手話通訳者派遣事業にかかる委託料の支出について（９月分）
28,728

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 大阪市認定事務センター業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（平成27年７月分）
32,087,141

福祉局 介護保険課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（9月分）
2,593

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか３５点の買入経費の支出について
16,794

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか３５点の買入経費の支出について
33,766

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　トナーカートリッジ　ほか３５点の買入経費の支出について
122,146

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第３４回日本認知症学会学術集会への参加経費の支出について
36,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（８月再歳出分）
50,408

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　イムノクエストＭ－１　外１点　の買入及び同所要経費の支出について
49,561

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　メサラジン錠　外１点　の買入及び同所要経費の支出について
21,953

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　酵素キャリブレーター　の買入及び同所要経費の支出について
11,232

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入経費の支出について（９月分）
32,863

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 管理運営用　市内出張交通費等の支出について　８月分
17,560

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　電気錠修繕経費の支出について
47,520

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　平成２７年度　高齢福祉関係研修（第２回）「マイナンバー制度　直前セミナー」の受講にかかる受講料等の支出について
80

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第２特養運営用　平成２７年度　高齢福祉関係研修（第２回）「マイナンバー制度　直前セミナー」の受講にかかる受講料等の支出について
1,500

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（６月分）
25,812

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（５月分）
25,812

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（８月分）
48,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（４月分）
70,956

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（７月分）
69,660

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　設備監視装置保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月分）（第２四半期分）
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　介護保険関係法令実務便覧追録買入経費の支出について
18,270

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）（平成２７年９月分）
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成２７年９月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　平成２３年度導入分庁内情報利用パソコン長期借入費の支出について（平成２７年９月分）
50,304

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について　９月分
3,040

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 管理運営用　玄関マット外１点借入契約（概算契約）経費の支出について（平成２７年９月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年９月分）
33,075

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成27年度大阪市立弘済院警備業務委託経費の支出について（平成２７年９月分）
1,796,580

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月分）（第２四半期分）
152,280

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成27年度大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託経費の支出について（平成２７年９月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年９月分）
130,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月分）（第２四半期分）
187,920

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２７年９月分）
663,975

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託にかかる委託料の支出について（７月～９月分）（第２四半期分）
278,964
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福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　平成27年度大阪市立弘済院通信設備保守点検業務委託経費の支出について（平成２７年４月～平成２７年９月分）
900,720

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
2,999,694

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（９月分）
2,522,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　平成２７年度第５回受託研究審査委員会委員報償金９月分の支出について
16,253

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　研究補助者報償金９月分の支出について
12,080

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（７月分）
40,500

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（６月分）
34,884

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（８月分）
28,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（５月分）
38,664

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（９月分）
17,712

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
2,954,289

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（４月分）
28,620

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
16,727

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
3,100

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 負担金、補助及交付金　会費 管理・運営用　防火・防災管理新規講習の受講及び同所要経費の支出について
9,500

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
7,434

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
2,099

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
16,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
4,100

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
13,824

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
6,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
6,700

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）同所要経費の支出について（平成２７年８月分）
1,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　電球型蛍光灯　ほか３点の買入経費の支出について
34,527

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　電球型蛍光灯　ほか３点の買入経費の支出について
23,371

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　「わかりやすい労働基準法の手引」追録の買入及び同所要経費の支出について
4,104

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
5,250

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（９月分）
77,173

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について（９月分）
78,929

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（高吸収タイプ）買入（単価契約）の支出について（９月分）
14,257

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について（９月分）
72,104

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（大きいタイプ）買入（単価契約）の支出について（９月分）
7,128

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
4,040

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）同所要経費の支出について（平成２７年９月分）
11,556

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
54,257

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　糞便検査業務委託（概算契約）同所要経費の支出について（平成２７年９月分）
1,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　建物修繕料 大阪市立弘済院附属病院１階窓ガラス取替工事にかかる経費の支出について
93,960

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（９月分）
18,459

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年９月分）
158,760

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（９月分）
4,639

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２７年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成２７年９月分）
237,360

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（９月分）
11,355

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　ユーリパン買入経費の支出について
594

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２７年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成２７年９月分）
145,309

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　麻薬施用者免許証継続申請にかかる手数料の支出について
27,300

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　給湯器の買入にかかる支出について
448,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院柱等補強基本設計業務委託の所要経費の支出について
1,861,920

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　不燃性廃棄物等収集処理業務委託（単価契約）の委託料の支出について　（平成２７年９月分）
8,910
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福祉局 弘済院管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　カームスライダー装置修繕所要経費の支出について
16,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（９月分）
10,307

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
151,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
55,728

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
111,928

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　フイルムプロセッサー保守委託契約にかかる委託料の支出について
259,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
53,109

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
62,224

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　冷却遠心機一式の買入にかかる経費の支出について
673,920

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　新聞購読及び同所要経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
68,943

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　養生用テープ　ほか２０点の買入経費の支出について
713

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入経費の支出について（１０月分）
9,707

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　養生用テープ　ほか２０点の買入経費の支出について
51,624

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　内線用ＰＨＳ電話機修理所要経費の支出について
23,760

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ペーパータオル買入経費の支出について（１０月分）
26,535

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　養生用テープ　ほか２０点の買入経費の支出について
9,806

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
6,512

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（平成２７年１０月分）
26,062

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　非常勤（パート）医師等報償金の支出について（９月再歳出分）
50,408

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
6,588

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇ　ＰＴＰ）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
215,654

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
150,724

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
35,785

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
233,776

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
21,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
12,798

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇＰＴＰ）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
767,162

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
405,999

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
148,103

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
1,105,518

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
5,821

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
158,245

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
2,735,062

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
239,976

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
1,157,446

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
459,950

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
391,599

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇヒート）（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
994,356

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
1,284,209

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
1,824,421

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　ＭＲＩ装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（上半期分）
6,544,800

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（ＳＵＮＹ７０１７）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　被験者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（Ｔ－８１７ＭＡ　介護者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　白紙フォーム用紙買入及び同所要経費の支出について
17,560

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
24,948

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）買入経費の支出について（９月分）
3,607
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福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（９月分）
49,680

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成２７年度　大阪市立弘済院附属病院　医療事務業務委託にかかる委託料の支出について（９月分）
1,879,200

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院　ＣＴ装置保守委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
696,600

福祉局 弘済院管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院事業用　大阪市認知症セミナー　舞台装置操作業務委託経費の支出について
86,400

福祉局 診療所 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用Ｘ線照射指示箋の購入経費の支出について
22,464

福祉局 診療所 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業分(診断・判定分)）にかかる支出について（８月分）
6,117

福祉局 診療所 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（８月分）
42,914

福祉局 診療所 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用障がい者健康診査事業用検尿スポイト　外２点の購入経費の支出について
23,544

福祉局 診療所 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 診療所業務用新版Ｋ式発達検査２００１用具セット　外７点の購入経費の支出について
166,536

福祉局 診療所 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成27年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯請負契約（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
18,273

福祉局 診療所 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業分(診断・判定分)）にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,078

福祉局 診療所 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２７年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる所要経費の支出について（９月分）
39,929

福祉局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度「身体障がい者通所肢体訓練事業」の実施及び同経費の支出について（10月～12月分）
5,856,890

福祉局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度「補装具・福祉機器普及事業」の委託経費の支出について（第3四半期分）
5,720,750

福祉局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度「身体障がい者通所言語訓練事業」委託料の支出について（10月～12月分）
2,057,433

福祉局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成27年８月分）
16,863

福祉局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成27年８月分）
15,360

福祉局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
4,275

福祉局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
712

福祉局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
143

福祉局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成27年7月分）
41,950

福祉局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定基準編〔２０１５年版〕』外１２点の購入経費の支出について
35,154

福祉局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 企画情報事業用『障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定基準編〔２０１５年版〕』外１２点の購入経費の支出について
20,250

福祉局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『補装具費の支給基準（平成27年度改訂版）』の購入経費の支出について
4,440

福祉局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）の購入経費の支出について（第2四半期）
13,284

福祉局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年9月分）
2,116

福祉局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成27年9月分）
20,500

福祉局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託にかかる所要経費の支出について（9月分）
408,240

福祉局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（前期分）
584,984

福祉局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障害者リハビリテーションセンター管理運営用自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の借入について（9月分）
7,980

福祉局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（前期分）
31,180

福祉局 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（前期分）
43,176

福祉局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度　心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（９月分）
15,104

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用　医学図書専門誌の購入経費の支出について（『補装具費支給事務マニュアル 適性実施のためのQ＆A』外23点）
38,244

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
482

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
174

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
9,184

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
11,398

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
332

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,100

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
5,527

福祉局 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 企画情報事業用　医学図書専門誌の購入経費の支出について（『補装具費支給事務マニュアル 適性実施のためのQ＆A』外23点）
124,161

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成27年９月分）
37,778

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（第２四半期分）
411,480

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（平成27年９月分）
32,476

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（９月分）
4,860
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福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託にかかる所要経費の支出について（第２四半期分）
202,176

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（平成27年９月分）
16,397

福祉局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（平成27年９月分）
4,719

福祉局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成27年8月分）
30,412

福祉局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成27年９月分）
21,703

福祉局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
4,275

福祉局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
712

福祉局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
143

福祉局 相談課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 知的障がい者相談・判定事業用　平成２７年度　行動障害支援者研修会参加にかかる経費の支出について
33,720

福祉局 相談課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 知的障がい者相談・判定業務用　平成２７年度　行動障害支援者研修会にかかる経費の支出について
1,400

福祉局 相談課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成27年8月）
325,060

福祉局 相談課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成27年8月）
7,340

福祉局 相談課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談等にかかる経費の支出について
2,360

福祉局 相談課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談等にかかる経費の支出について
1,720

福祉局 相談課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談等にかかる経費の支出について
1,720

福祉局 相談課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（愛徳福祉会・大阪発達総合療育センターあさしお園分）【第3四半期分】
3,510,000

福祉局 相談課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（北摂杉の子会・児童デイサービスセンターａｎ分）【第3四半期分】
4,200,000

福祉局 相談課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（スポ協・大阪市更生療育センター分）【第3四半期分】
2,250,000

福祉局 相談課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（北摂杉の子会・こども発達支援センターａｚ分）【第3四半期分】
3,480,000

福祉局 相談課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい者支援センター運営等事業委託料の支出について（平成27年度第3四半期分）
18,130,000

福祉局 相談課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（オフィスぼん・ｂｏｎキッズ北堀江分）【第3四半期分】
2,660,000

福祉局 相談課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成27年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（オフィスぼん・ｂｏｎキッズ谷町分）【第3四半期分】
2,660,000

福祉局 相談課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 更生相談判定事業用　近畿ブロック身体障害者更生相談所長協議会会費（平成27年度分）の支出について
4,000

建設局 管理部管理課 平成27年10月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）十三駐車場等
4,412,660

建設局 管理部管理課 平成27年10月09日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）桜橋駐車場
1,122,409

建設局 管理部管理課 平成27年10月09日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（８月分）長堀駐車場等
14,004,405

建設局 管理部管理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
15,573

建設局 管理部管理課 平成27年10月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について（９月分）プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　会費 第72回大都市道路台帳整備実務者会議にかかる会議負担金の支出について
6,000

建設局 管理部管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 第72回大都市道路台帳整備実務者会議出席の管外出張旅費の支出について
190,680

建設局 管理部管理課 平成27年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 長堀通地下駐車場施設維持管理業務に係る経費の支出について（第3四半期分）
5,400,000

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２７年９月分）の支出について
5,906

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 駐車場事業用　駐車場共通回数券ほか２点印刷経費の支出について(その２)
1,321,920

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）長堀駐車場等
14,271,167

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）中央区役所駐車場等
86,028

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）十三駐車場等
4,423,612

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）ＯＣＡＴ駐車場
77,953

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）ＡＴＣ駐車場
19,910

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分）船場パーキング
402,348

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）桜橋駐車場
1,143,334

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）長居公園地下駐車場
152,683

建設局 管理部管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について（９月分）大阪駅前第１ビル地下駐車場等
687,003

建設局 測量明示課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 測量業務用トータルステーションセット買入経費の支出について
1,414,800

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
218,885

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
345,060
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建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２７年１１月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内等出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
5,300

建設局 測量明示課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張交通費等の支出について（平成２７年９月分）
1,488

建設局 測量明示課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
48,384

建設局 測量明示課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度（契約分）小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度（契約分）小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
132,840

建設局 路政課 平成27年10月02日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 「かたづけ・たい」活動員証明書の印刷代の支出について
14,310

建設局 路政課 平成27年10月09日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン回線使用料の支出について（８月分）
7,637

建設局 路政課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成２７年度　道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
10,317

建設局 路政課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 特殊車両通行許可算定支援システム用パソコン長期借入経費支出について（平成２７年９月分）
6,502

建設局 路政課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 厚口マルチペーパーほか３点買入経費の支出について
6,152

建設局 路政課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度　道路管理システム対応端末機器等　長期借入（再リース）の支出について（９月分）
150,120

建設局 路政課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報利用パソコン等機器（2008年度）一式長期借入（再リース）の支出について（９月分）
12,312

建設局 路政課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（９月分）
2,546

建設局 自転車対策課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（９月分）
27,352,018

建設局 自転車対策課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（９月分）
23,500

建設局 自転車対策課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用　保管通知葉書（その２）印刷にかかる経費の支出について
66,700

建設局 自転車対策課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支出について（９月分）
19,828

建設局 自転車対策課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第２四半期）
1,125,960

建設局 自転車対策課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（9月分）
13,184

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる委託料の支払いについて（９月分）
2,048,760

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,605,960

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,435,320

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる委託料の支払いについて（９月分）
2,151,360

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,364,040

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる委託料の支払いについて（９月分）
4,339,440

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる委託料の支払いについて（９月分）
2,681,640

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,338,120

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる委託料の支払いについて（９月分）
3,475,440

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 我孫子自転車保管所機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（７～９月分）
262,440

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる委託料の支払いについて（９月分）
684,720

建設局 自転車対策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる委託料の支払いについて（９月分）
1,900,800

建設局 工務課 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年９月分）の支出について
6,701

建設局 工務課 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年９月分）の支出について
1,339

建設局 工務課 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２７年９月分）の支出について
2,679

建設局 工務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入経費の支出について
1,620,000

建設局 工務課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか３点買入経費の支出について
39,096

建設局 工務課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか３点買入経費の支出について
224,424

建設局 工務課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか３点買入経費の支出について
19,548

建設局 工務課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか３点買入経費の支出について
19,548

建設局 工務課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）ほか３点買入経費の支出について
34,020

建設局 工務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
880

建設局 工務課 平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉東部1号線道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
4,164,480

建設局 工務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度版　土木工事積算基準マニュアル　ほか１点買入経費の支出について
12,858

建設局 工務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 積算参考用　平成27年度版　土木工事積算基準マニュアル　ほか１点買入経費の支出について
12,857

建設局 工務課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　舗装段差修正材ほか１点（道路）（その２）買入経費の支出について
353,376

建設局 工務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２７年度９月分）
116,316
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建設局 工務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２７年度９月分）
234,106

建設局 工務課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度　道路付属設備等設計業務委託の委託料前払金の支出について
760,000

建設局 工務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園ナイター設備遠方監視制御装置点検保守業務委託にかかる経費の支出について
2,774,520

建設局 工務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　街渠桝蓋ほか１点（道路）買入経費の支出について
697,680

建設局 工務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年９月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
2,203,200

建設局 工務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年９月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度津守工営所管内事故防止対策業務委託第２回中間金の支出について
560,520

建設局 工務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支出について（平成27年９月分）
109,593

建設局 工務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
33,516

建設局 工務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 平成27年度土木電算連絡協議会第47回全国会議にかかる管外出張旅費の支出について
77,360

建設局 工務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
7,590

建設局 工務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　新規工事費 新森小路橋架替に伴う照明灯設置工事の工事費前払金の支出について
3,790,000

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
582,582

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 平成27年度淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第3回）の支出について
65,699,000

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
169,225

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 直営作業用　標識ほか１点（道路）買入経費の支出について
100,980

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料（９月分）の支出について
47,965

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（９月分）
134,936

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
1,692,360

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
102,498

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成22年度 庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式 長期借入（再リース）の支出について（９月分）
1,000,650

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
58,003

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
228,644

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（９月分）
86,233

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
507,676

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 原材料費　工事材料費 直営作業用　生コンクリート第２四半期概算（道路）買入経費の支出について
157,734

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託第３回中間金の支出について
451,440

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
112,817

建設局 工務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピューター機器（２０１１年度）一式長期借入の支出について（９月分）
98,735

建設局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成27年8月分(9月請求))
72,310

建設局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（８月分）の支出について
5,368

建設局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用受話器用カールコード買入に係る経費の支出について
14,040

建設局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用受話器用カールコード買入に係る経費の支出について
4,320

建設局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(平成27年11月分(10月請求))
32,770,004

建設局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第４回目）
30,295

建設局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第４回目）
18,620

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年9月分(10月請求))
11,988

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年9月分(10月請求))
2,753,968

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成27年9月分(10月請求))
6,492

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式(Ａ)ほか１点借入（再リース）にかかる経費の支出について(平成27年9月分(10月請求))
59,349

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ機器長期借入にかかる経費の支出について(平成27年9月分(10月請求))
43,956

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ月極駐車場使用料の支出について（平成27年11月分(10月請求))
129,600

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成27年11月分(10月請求))
27,785

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について（平成27年11月分(10月請求))
73,545

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(平成27年10月分(10月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成27年11月分(10月請求))
31,310
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建設局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第６回目）
32,720

建設局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 ＡＴＣ共用部一時使用料の支出について(平成２７年度光配線使用料追加分)
2,376

建設局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞（７～９月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（７～９月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞（７～９月分)買入経費の支出について
3,075

建設局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（７～９月分）買入経費の支出について
24,222

建設局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか１点（７～９月分）買入経費の支出について
51,276

建設局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成27年9月分(10月請求))
73,685

建設局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
186,068

建設局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成27年10月分(10月請求))
6,000

建設局 職員課 平成27年10月07日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 労働安全衛生法第59条に基づく安全衛生教育の実技講習場所として使用する南港埋立地土地賃借料の支出について
5,216

建設局 職員課 平成27年10月09日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 第二種電気工事士免状交付申請にかかる所要経費の支出について（平成27年10月9日実施分）
10,400

建設局 職員課 平成27年10月22日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者免状書換申請にかかる所要経費の支出について（平成27年10月22日実施分）
3,200

建設局 職員課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 日雇労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成27年8月・9月分）
132,250

建設局 職員課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）の業務にかかる特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月17日実施分）
7,713

建設局 職員課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）の業務にかかる特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月17日実施分）
648

建設局 職員課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）の業務にかかる特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月17日実施分）
37,029

建設局 職員課 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）の業務にかかる特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月17日実施分）
2,571

建設局 職員課 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）の業務にかかる特別教育にかかる所要経費の支出について（平成27年11月17日実施分）
12,343

建設局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 財産差押職員の証ほか1点　印刷にかかる経費の支出について
18,360

建設局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成27年度　国土交通大学校　道路交通安全〔歩行者・自転車コース〕研修にかかるテキスト代（印刷物）の支出について
5,854

建設局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成27年度　国土交通大学校　道路環境〔環境対策・道路空間利用等〕研修に係るテキスト代(印刷物）の支出について
19,293

建設局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 平成27年度　国土交通大学校　道路環境〔環境対策・道路空間利用等〕研修にかかるテキスト代（書籍）の支出について
2,446

建設局 経理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
17,013

建設局 経理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
224,845

建設局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
213,854

建設局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
112,503

建設局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１０月分）
15,370

建設局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用切手の購入にかかる経費の支出について（１０月分）
1,414

建設局 経理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
1,311,104

建設局 経理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
2,187,369

建設局 経理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
27,679

建設局 経理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
54,228

建設局 経理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
13,898

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
14,111

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
15,137

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
7,099

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか１０１点買入経費の支出について
307,576

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
262,451

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
12,841

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか１０１点買入経費の支出について
51,300

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
24,469

建設局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか１０１点買入経費の支出について
64,419

建設局 経理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　陽画焼付製本等資料作成８月分にかかる経費の支出について
108

建設局 経理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
800

建設局 経理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
1,832

建設局 経理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
17,893

建設局 経理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
2,160
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建設局 経理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
83,700

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
35,185

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
137,677

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
220,109

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
7,260

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
2,446

建設局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
214,577

建設局 経理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　９月分　単価契約）
491,832

建設局 経理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)９月分
10,967

建設局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　ゴム印等単価契約（９月分）にかかる買入経費の支出について
2,268

建設局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁内情報用　ドラム／トナーカートリッジ外1点（上半期）買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
108,021

建設局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（９月分）
8,115

建設局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１０月分)
177,000

建設局 企画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分の支出について
1,200

建設局 企画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分の支出について
3,942

建設局 企画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 打合せ用等市内出張交通費（近接地を含む）９月分の支出について
160

建設局 道路部調整課 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成２７年　８月分）
1,518,909

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料の支出について（平成２７年　８月分）
2,289

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　特別旅費 平成27年度　専門課程　街路・都市交通施設　研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
46,490

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 第95回交通工学講習会の受講にかかる参加費及びテキスト代の支出について
2,835

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第95回交通工学講習会の受講にかかる参加費及びテキスト代の支出について
9,257

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 第95回交通工学講習会の受講にかかる参加費及びテキスト代の支出について
2,835

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住吉区第705号線道路改良工事－2の工事費精算金の支出について
14,571,120

建設局 道路部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第95回交通工学講習会の受講にかかる参加費及びテキスト代の支出について
9,257

建設局 道路部調整課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線（２期）事業の都市計画変更に関する内容説明にかかる管外出張旅費の支出について
58,200

建設局 道路部調整課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払について（８月分）
54,578

建設局 道路部調整課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払について（８月分）
32,144

建設局 道路部調整課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持管理用　電線共同溝歩道用鉄蓋（２枚蓋）ゴムキャップほか１点（その２）買入経費の支出について
303,134

建設局 道路部調整課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払について（８月分）
12,035

建設局 道路部調整課 平成27年10月13日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成２７年９月分）
2,337,118

建設局 道路部調整課 平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪外環状線連絡線付属街路２号線舗装新設工事の工事費精算金の支出について
13,221,200

建設局 道路部調整課 平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 大阪外環状線連絡線付属街路２号線舗装新設工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
63,720

建設局 道路部調整課 平成27年10月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年　９月分）
44,758

建設局 道路部調整課 平成27年10月14日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　分担金 西梅田地下通路にかかる分担金の支出について（平成２７年度上半期分・電気料金）
213,463

建設局 道路部調整課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 管外出張の中止に伴う乗車券払戻手数料の支出について（平成28年度概算要求等に係る都道府県・政令市意見交換会）
2,150

建設局 道路部調整課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成２７年９月分）
55,080

建設局 道路部調整課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成２７年１０月分）
7,074

建設局 道路部調整課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成２７年９月分）
1,782

建設局 道路部調整課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 第１７回（平成２７年度）政令指定都市街路事業担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について
50,960

建設局 道路部調整課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　特別旅費 平成27年度専門課程　道路計画（分析・評価）研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
40,970

建設局 道路部調整課 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（守口）の支出について（平成２７年９月分）
127,619

建設局 道路部調整課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成２７年度上半期分）
13,896,635

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）の支出について（平成２７年９月分）
27,219

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年　９月分）
1,165,698

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年９月分）
95,155,648

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成２７年　９月分）
104,240

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成２７年９月分）
8,001

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２７年度　道路交通センサス等にかかわる一般交通量調査業務委託の委託料前払金の支出について
3,971,000
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建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 歩道橋撤去に関するヒアリングおよび現況調査にかかる管外出張旅費の支出について
21,760

建設局 道路部調整課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成２７年度　道路交通センサス等にかかわる一般交通量調査業務委託の委託料前払金の支出について
9,629,000

建設局 道路部調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（平成２７年９月分）
33,074

建設局 道路部調整課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成２７年度上半期分）（供託分）
81,963

建設局 道路部調整課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 三津屋高架橋耐震対策工事－２の工事費精算金の支出について
52,369,840

建設局 道路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 扇町公園南通線（扇町通）舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
18,210,000

建設局 道路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江区第8905号線（大和川通）舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
50,260,000

建設局 道路課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,440,000

建設局 道路課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
19,360,000

建設局 道路課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,700,000

建設局 道路課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
1,950,000

建設局 道路課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
17,900,000

建設局 道路課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,080,000

建設局 道路課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第112号線外3舗装補修工事の工事費精算金の支出について
17,539,880

建設局 道路課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２７年度）に伴う概算払いの支出について（平成２７年度第３四半期分）
28,875,000

建設局 道路課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定書（平成２７年度）に伴う概算払いの支出について（平成２７年度第３四半期分）
24,547,750

建設局 道路課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 矢田西第20号線横断防止柵設置工事の工事費精算金の支出について
4,614,920

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
8,060,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
17,900,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 大阪環状線（都島橋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
13,510,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西成区第50号線外3舗装補修工事－2の工事費前払金の支出について
8,200,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第841号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
11,960,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 大阪環状線（都島橋）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
5,290,000

建設局 道路課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,640,000

建設局 道路課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 加美鞍作町アンダーパス補修工事の工事費前払金の支出について
15,050,000

建設局 道路課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
1,640,000

建設局 道路課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
13,590,000

建設局 道路課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　改修工事費 浪速区第2862号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
7,110,000

建設局 道路課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,200,000

建設局 橋梁課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 十八条大橋改良工事の工事費前払金の支出について
13,300,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路等管理フェンス設置その他工事－２の工事費前払金の支出について
3,100,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路等管理フェンス設置その他工事－１の工事費前払金の支出について
10,190,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅前線外２設計業務委託の委託料前払金の支出について
320,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 淡路駅前線外２設計業務委託の委託料前払金の支出について
1,380,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路等管理フェンス設置その他工事－１の工事費前払金の支出について
4,820,000

建設局 街路課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 市内一円都市計画道路等管理フェンス設置その他工事－２の工事費前払金の支出について
3,190,000

建設局 街路課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２７年度　淀川左岸線（２期）測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,260,000

建設局 街路課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成27年度　湊町駅前東西線（東側）地下通路清掃業務委託の委託料第１回中間金の支出について
392,040

建設局 街路課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）外１舗装新設その他工事の工事費前払金の支出について
21,390,000

建設局 街路課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 「うめきた2期区域」におけるJR東海道線支線地下化事業に関する工事の施行における平成27年度変更協定書にかかる第２回概算金の支出について
38,900,000

建設局 河川課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 工事請負費　改修工事費 道頓堀川グリーンベルト改修その他工事－2の工事費前払金の支出について
3,990,000

建設局 河川課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（９月分）
5,148

建設局 河川課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（９月分）
2,702

建設局 河川課 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場ほか９か所）概算買入に伴う経費の支出について（９月分）
128,351

建設局 河川課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（9月分）
10,482

建設局 河川課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（９月分）
793,800

建設局 河川課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（９月分）
25,471

建設局 河川課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（９月分）
1,706
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建設局 河川課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（９月分）
24,192

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その２）にかかる経費の支出について
71,820

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その３）にかかる経費の支出について
53,460

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路管理用　トナーカートリッジほか６点買入経費の支出について
180,468

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 車両整備用　チューブレスタイヤほか１点買入経費の支出について
97,740

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　９月分電話等料金の支出について
106,836

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ５９４）修繕にかかる経費の支出について
58,287

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 直営作業用　ビブロプレート修繕にかかる経費の支出について
14,580

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（27年9月分）
122,761

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（27年9月分）
58,801

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
840

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
3,060

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
3,560

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
3,160

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
7,120

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
7,120

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
2,820

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
43,943

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,100

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５０）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
22,766

建設局 田島工営所 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,422

建設局 田島工営所 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
29,889

建設局 田島工営所 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
9,000

建設局 田島工営所 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年８月分）
203

建設局 田島工営所 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 大雨・洪水注意報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
3,640

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／鶴見緑地公園事務所
46,961

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／鶴見緑地公園事務所
28,099

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／鶴見緑地公園事務所
3,240

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／鶴見緑地公園事務所
392

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費等の支出について（８月分）／鶴見緑地公園事務所
9,848

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（９月分）
17,071

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について(９月分)
870,571

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（10月分）
82,663

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　手数料 公園管理用　平成２７年度安全運転管理者等の届出にかかる手数料の支出について
1,820

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 有料施設歳入における過年度還付について（旭運動場）３月１０日入金／４月５日利用分
15,000

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度甲種防火管理新規講習会受講料の支出について
8,000

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）/真田山公園事務所
13,797

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）/真田山公園事務所
300

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年９月）の支出について
73,025

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成２７年９月）の支出について
124,062

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（９月分）
2,160

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（２７年９月分）の支出について
74,247

建設局 真田山公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用市内出張交通費の支出について（９月分）/真田山公園事務所
21,890

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用シリンダー錠ほか１点買入にかかる経費の支出について
75,816

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
360

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理大阪城公園事務所空調機器修繕にかかる経費の支出について
1,998,000
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建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 窓口対応用住宅地図ほか２点買入にかかる経費の支出について
147,420

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用自動車定期点検整備（中間点検）（西部その２）にかかる経費の支出について
57,780

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用2tダンプ車(なにわ800さ7505)修繕にかかる経費の支出について
39,312

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用2tダンプ車(なにわ800さ8780)修繕にかかる経費の支出について
99,478

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用ポリタルほか１点買入にかかる経費の支出について
67,068

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 現場作業用チェーンソー（スチール M230）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
84,358

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用2tダンプ車(なにわ800さ8779)修繕（その２）にかかる経費の支出について
66,268

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
1,330

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用市岡工営所温水ボイラ修繕にかかる経費の支出について
166,968

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）上半期（単価契約）（９月分）の支出について
27,959

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
984

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,905

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,200

建設局 市岡工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（8月分）
6,550

建設局 市岡工営所 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 副安全運転管理者講習にかかる受講費用の支出について（平成27年10月23日実施分）
4,500

建設局 市岡工営所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（9月分）
4,940

建設局 市岡工営所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,996

建設局 市岡工営所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,400

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（９月分）
6,319

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
29,972

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,928

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,060

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 使用料及賃借料　使用料 河川・渡船管理事務所仮設倉庫の長期借入（その２）（再リース）にかかる経費の支出について(平成27年9月分）
70,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 旅費　普通旅費 河川事業用市内出張交通費（９月分）にかかる支出について
8,880

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
32,930

建設局 河川・渡船管理事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,860

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について(平成27年8月分）
240,558

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成27年8月分)
162,307

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／大阪城公園事務所
18,541

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）／大阪城公園事務所
350

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月07日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成27年7月分)
165,257

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）／大阪城公園事務所
14,160

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(西部方面公園事務所　平成27年9月分)
161,069

建設局 大阪城公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について(平成27年9月分）
176,235

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(８月分)八幡屋公園事務所
6,432

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
18,824

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
28,317

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
23,874

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
1,050

建設局 八幡屋公園事務所 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所光熱水費の支出について（平成２７年８月分電気料金）
36,739

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期点検（中間点検）（南部その２）にかかる経費の支出について
86,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　ポリタルほか１点買入にかかる経費の支出について
99,036

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（道路作業車なにわ880あ1436外２点定期整備）
50,550

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　機械器具費 道路事業用　エンジンカッターほか１点買入にかかる経費の支出について
246,888

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（道路作業車なにわ880あ1436外２点定期整備）
19,800

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　原動機付自転車点検整備にかかる経費の支出について
71,820

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（道路作業車なにわ800さ4800外４点定期整備）
87,310
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建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（道路作業車なにわ800さ4800外４点定期整備）
58,800

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 南部方面管理事務所庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(第２四半期分)
359,608

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
38,777

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２７年８月分）の支出について
8,043

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
8,640

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
250

建設局 平野工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
44,342

建設局 平野工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
500

建設局 平野工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,160

建設局 平野工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
3,700

建設局 平野工営所 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内等出張交通費（平成２７年７月分・８月分）の支出について
3,806

建設局 長居公園事務所 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）
40,408

建設局 長居公園事務所 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分その２）
31,980

建設局 長居公園事務所 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）/長居公園事務所
16,760

建設局 長居公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　南港中央公園電気使用料の支出について（８月分）
466,882

建設局 長居公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,973

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽四ダンプ（なにわ880あ588号車）修繕にかかる経費の支出について
60,750

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三公園事務所空調設備修繕にかかる経費の支出について
35,316

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用及び庁舎管理用　蚊取線香ほか５点買入経費の支出について
25,736

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　高速切断機替刃ほか８点買入にかかる経費の支出について
278,424

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車点検整備（中間点検）（北部その１）にかかる経費の支出について
112,860

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ８００さ６２２７）修繕にかかる経費の支出について
170,100

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ８００さ８７１８）修繕にかかる経費の支出について
66,139

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内等出張交通費の支出について（８月分）
11,392

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 現場作業用　安全帯買入にかかる経費の支出について
118,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所空調設備修繕にかかる経費の支出について
64,794

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 長柄橋外１橋耐震対策その他工事に伴う材料検査にかかる管外出張旅費の支出について
25,960

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 清掃作業用　台所用液体洗剤ほか２４点買入にかかる経費の支出について
148,014

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
6,480

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 車両整備用　作業車（なにわ８００さ７４９６）修繕にかかる経費の支出について
2,721

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
3,240

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　手数料 庁舎管理用　消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
8,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
35,640

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
21,027

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 旅費　普通旅費 長柄橋外１橋耐震対策その他工事に伴う材料検査（その２）にかかる管外出張費の支出について
58,940

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　十三工営所機械警備業務委託　長期継続の経費の支出について（第２四半期）
15,876

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　コンパクト蛍光灯ほか３点買入にかかる経費の支出について
9,244

建設局 十三工営所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（８月分）
4,800

建設局 十三工営所 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
23,270

建設局 十三工営所 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,724

建設局 十三工営所 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 水防警報発令による深夜出勤にかかるタクシー料金の立替払いの支出について
4,280

建設局 扇町公園事務所 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）扇町公園事務所
5,800

建設局 扇町公園事務所 平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 野球場・運動場・庭球場使用料還付金の支出について（過年度分）
23,600

建設局 扇町公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,750

建設局 扇町公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,580

建設局 十三公園事務所 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（８月分）
27,205

建設局 十三公園事務所 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（8月分）/十三公園事務所
5,314
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建設局 十三公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
140

建設局 十三公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,456

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,670

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
34,500

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　車止め－１　ほか１点　買入経費の支出について
266,328

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　東部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,062,500

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　北部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,870,000

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,697,000

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　西南方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
714,500

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　南部方面公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,059,750

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　大規模公園等清掃除草作業業務委託料の支出について（第３四半期分）
18,641,654

建設局 公園管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
900

建設局 公園管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　北部方面公園事務所　空調機修繕経費の支出について
163,490

建設局 公園管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ９０６）修繕（緊急）経費の支出について
112,428

建設局 公園管理課 平成27年10月05日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　新世界ゲート女子便所修繕（緊急）経費の支出について
33,480

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度浦江庭球場外8施設管理運営補助業務委託料の支出について（８月分）
401,280

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物舎管理用　ウッドチップ（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年８月分）
111,196

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 オーパス・システム　有料施設使用料における還付金の支出について（過年度分）
1,600

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　加賀屋緑地　ほか４公園　消防設備修繕（緊急）経費の支出について
615,600

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　万代池公園微細気泡ユニット修繕（緊急）経費の支出について
1,317,600

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９０１号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
55,501

建設局 公園管理課 平成27年10月06日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ１００さ３２６７号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
73,980

建設局 公園管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　砂場用抗菌剤　買入経費の支出について
1,596,672

建設局 公園管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　立水栓　ほか６点　買入経費の支出について
135,756

建設局 公園管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　番線　ほか１４点　買入経費の支出について
196,560

建設局 公園管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物公園事務所　所長室・事務室等　空調機修繕経費の支出について
859,172

建設局 公園管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　ホイルローダー特定自主検査整備経費の支出について
277,673

建設局 公園管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四バン（なにわ４１ち８９８５）修繕経費の支出について
60,696

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＰＵ手袋‐１　ほか４点　買入経費の支出について
163,857

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＰＵ手袋‐１　ほか４点　買入経費の支出について
243,783

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ケイトウ－１　ほか２２点（東部方面）買入経費の支出について
159,840

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　カバ舎管理室空調機修繕（緊急）経費の支出について
77,004

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎予備収容室空調機修繕（緊急）経費の支出について
792,720

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　油圧ショベル特定自主検査整備経費の支出について
191,160

建設局 公園管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　４ｔ普通貨物（なにわ８００す１４４３）修繕（緊急）経費の支出について
58,168

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その２）買入経費の支出について
117,071

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ゴキブリ駆除剤　ほか５点　買入経費の支出について
114,842

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その２）買入経費の支出について
14,049

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ゴキブリ駆除剤　ほか５点　買入経費の支出について
29,705

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園維持管理用　爬虫類用電球－１　ほか１１点　買入経費の支出について
226,767

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　パイプ断水機　買入経費の支出について
291,600

建設局 公園管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　ガレージジャッキ　買入経費の支出について
68,040

建設局 公園管理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　自動車用タイヤ－１　ほか１点　買入経費の支出について
114,480

建設局 公園管理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 緑化普及PR用　緑化普及啓発広報紙「ひふみ」印刷請負一式経費の支出について（第２四半期分）
154,224

建設局 公園管理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　靭公園複合遊具スライダー修繕経費の支出について
64,800

建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刷毛－１　ほか２３点　買入経費の支出について
86,293

建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　刷毛－１　ほか２３点　買入経費の支出について
183,367

建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか２点　買入経費の支出について
54,000
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建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　六反西公園ほか２公園ブランコ修繕経費の支出について
192,024

建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ５７６１）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
214,812

建設局 公園管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか２点　買入経費の支出について
292,896

建設局 公園管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成27年度公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(塵芥車：なにわ800さ4055)
19,910

建設局 公園管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成27年度公園管理用車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(塵芥車：なにわ800さ4055)
32,400

建設局 公園管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　インパチェンス　ほか２２点　買入経費の支出について
729,000

建設局 公園管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　平成27年度南部方面公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（８月分）
1,593,860

建設局 公園管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
86,694,529

建設局 公園管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
111,645,015

建設局 公園管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度咲くやこの花館管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
77,444,846

建設局 公園管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度鶴見緑地ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
99,351,473

建設局 公園管理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度長居公園及び長居陸上競技場ほか７施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
25,466,500

建設局 公園管理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　不整地運搬車特定自主検査整備経費の支出について
91,767

建設局 公園管理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　フォークリフト特定自主検査整備経費の支出について
216,000

建設局 公園管理課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　油圧ショベル（ＰＣ０７－２Ｅ－６５４０）修繕経費の支出について
291,600

建設局 公園管理課 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホームレス対策用ユニットハウス－Aほか５点借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
85,233

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内管理用　庁内情報利用環境カラープリンタ一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
18,208

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（平成２７年９月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　ハンギングバスケット　ほか２点　買入経費の支出について
76,150

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　塩ビ管パイプ　ほか８点　買入経費の支出について
70,480

建設局 公園管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　大国町南公園ほか１公園ブランコ修繕経費の支出について
415,800

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成27年度公園管理車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽バン：なにわ480く6875)
26,370

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成27年度公園管理車両継続検査に伴う自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(軽バン：なにわ480く6875)
6,600

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について　９月分
41,076

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,148

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
220

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,724

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,736

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園内放置自転車・自動二輪車違法駐車対策業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,960,914

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホームレス対策用ユニットハウスほか１点借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
27,000

建設局 公園管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

建設局 公園管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アゲラタム　ほか５０点（北部方面）買入経費の支出について
624,240

建設局 公園管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム（上半期分）概算買入経費の支出について（平成２７年９月分）
29,629

建設局 公園管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　動物病院空調機修繕（緊急）経費の支出について
264,999

建設局 公園管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　カバ舎寝室プール排水電磁バルブ修繕（緊急）経費の支出について
1,353,132

建設局 公園管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　ペンギン舎前漏水修繕（緊急）経費の支出について
347,760

建設局 公園管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 公園管理用　平成27年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（第２四半期分）
1,560,600

建設局 公園管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（９月分）の支出について
79,798

建設局 公園管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園管理用庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（９月分）
46,170

建設局 公園管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 平成27年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（7～9月分）
1,808,446

建設局 公園管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（7～9月分）
4,569,750

建設局 公園管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度天王寺公園及び周辺道路等の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（7～9月分）
2,131,124

建設局 公園管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 平成27年度中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,538,460

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　消耗品費 公園愛護活動支援事業用　簡易表示板　買入経費の支出について
1,451,682

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（９月分）の支出について
6,940

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 緑化普及啓発事業用　カードケース　ほか１点　買入経費の支出について
162,565
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建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 花卉事業用　アスター（実生系）　ほか１３点（南部方面）買入経費の支出について
189,000

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　砂場フェンス用部品－１　ほか７４点　買入経費の支出について
2,230,740

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ４０５５号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
78,300

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｓキャビン（なにわ８００す２４１４）修繕（緊急）経費の支出について
56,808

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園維持管理用　構内運搬車（天王寺か９１３６）修繕（緊急）経費の支出について
531,576

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物車（なにわ８００さ７１０１）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
64,584

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ７４５４）修繕（緊急）経費の支出について
467,386

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用後納郵便（９月分）の支出について
10,395

建設局 公園管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　真砂土－１　ほか１点　買入経費の支出について
927,720

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　大領公園整備工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
6,696,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺公園（茶臼山北地区）改修工事に伴う設計業務委託の支出について
2,512,360

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　津守公園防球柵改修工事に伴う設計業務委託の前払い金の支出について
300,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支出について
1,280

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
60,924

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　第4回緑に関する条例検討会議の開催並びに報償金の支出について
65,012

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　桜之宮公園浮桟橋改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
3,240,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　都島公園フェンス改修工事の工事費の支出について
5,589,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　長居公園事務所管内遊具補修工事の工事費の前払い金の支出について
2,100,000

建設局 公園緑化部調整課 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地公園事務所ほか１公園事務所管内遊具補修工事の工事費の前払い金の支出について
2,200,000

建設局 協働課 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－２）
100,000

建設局 協働課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用　平成27年度第36回都市緑化のための土壌・農薬・病害虫対策研修会への参加及び同経費の支出について
22,000

建設局 協働課 平成27年10月14日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大正区児童遊園整備費補助金の支出について（北村西児童遊園）
45,900

建設局 協働課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　八幡屋公園事務所管内街路樹維持工事の前払金について
18,270,000

建設局 協働課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　八幡屋公園事務所管内街路樹維持工事の前払金について
2,000,000

建設局 協働課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　大阪城公園事務所管内街路樹維持工事－２の前払金について
11,630,000

建設局 協働課 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　大阪城公園事務所管内街路樹維持工事－２の前払金について
1,370,000

建設局 協働課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
31,730

建設局 協働課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園管理用　長居公園事務所管内公園樹維持工事の前払金について
11,130,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物園公園管理用　天王寺動物園・天王寺公園内清掃業務委託の支出ついて（第３四半期分）
7,671,177

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
28,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
408

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
8,737

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
27,820

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
25,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月02日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 使用料及賃借料　使用料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
12,636

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　コンクリート用砕石　ほか１点買入の支出について
98,064

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　特別旅費 動物事業用　第70回世界動物園水族館協会総会出席に係る職員の海外出張及び同経費の支出について
596,750

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 役務費　手数料 動物園事業用　世界動物園水族館協会総会出席に係る会費の支出について
4,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月08日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　世界動物園水族館協会総会出席に係る会費の支出について
493,080

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月09日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　平成27年度近畿ブロック事務主任者会議出席にかかる会費の支出について
3,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月13日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（６月分）／天王寺動物公園事務所
13,700

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月14日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第5回生物多様性委員会ホッキョクグマ計画推進会議出席にかかる支出について
74,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　真砂土　買入の支出負担行為について
387,720

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第27回大型動物麻酔研究会出席にかかる出張旅費の支出について
16,820

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月19日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
14,823

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
19,656

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月19日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
30,513

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第６３回動物園技術者研究会出席に係る会費の支出について
14,000
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その３）の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
3,827,520

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その５）の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
2,042,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その６）の経費の支出について(7月1日～9月30日分）
295,920

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その２）の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
1,698,840

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その１）の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
2,652,480

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　ユーカリ栽培管理及び供給業務委託（その４）の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
1,307,880

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月22日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 動物管理用　平成27年度ユーカリ枝の整枝業務委託の経費の支出について（7月1日～9月30日分）
356,662

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 動物園公園用　天王寺動物園・天王寺公園　園内用リーフレット　ほか２点　印刷経費の支出について
995,328

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる支出について（９月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　自動血球計数装置長期借入にかかる支出について（９月分）
24,045

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　血液分析装置長期借入にかかる支出について（９月分）
45,570

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　レントゲン装置長期借入にかかる支出について（９月分）
49,350

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 天王寺動物園100周年記念事業の企画運営業務にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について（第2回）
49,236

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 報償費　報償金 天王寺動物園100周年記念事業の企画運営業務にかかるプロポーザル方式有識者会議の委員報償金の支出について（第１回）
48,756

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　川砂　買入の支出について
216,810

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 原材料費　工事材料費 動物園管理用　歩車道境界（Ａ）　買入の支出について
67,932

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　カラーコーン　ほか１点　買入の支出について
71,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 動物園公園管理用　天王寺公園・動物園　出改札及び来園者案内等業務委託（その２）にかかる支出について（９月分）
831,816

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ルリスズメダイ概算５０匹ほか１点購入（上半期）経費の支出について（9月分）
91,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園公園管理用　天王寺公園・動物園　出改札及び来園者案内等業務委託（その２）にかかる支出について（９月分）
4,308,066

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成27年度天王寺動物園内臨床検査業務委託に伴う支出について（８月分）
164,592

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成27年度天王寺動物園内臨床検査業務委託に伴う支出について（７月分）
116,316

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月28日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（８月分）／天王寺動物公園事務所
18,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物公園管理用　てんしばゲート水道使用料（10月分）の支出について
469

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物公園管理用　てんしばゲート水道使用料（10月分）の支出について
297

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳概算２０ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
1,296

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワーム概算６０箱ほか３点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
232,848

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍赤虫概算１５ｋｇほか５点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
107,001

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレット概算４３５ｋｇほか８点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
354,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）キャットフード概算５０ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
17,107

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウス概算１３，０００匹ほか４点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
154,980

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ概算３，２００ｋｇ購入（上半期）経費の支出について(9月)
267,300

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレット概算３袋ほか５点購入（上半期）経費の支出について(9月分)
204,390

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ概算１６３ｋｇ購入（上半期）経費の支出について(9月分)
160,380

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）肝油概算１６Ｌ購入（上半期）経費の支出について(9月分）
107,913

建設局 天王寺動物公園事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２７年９月分）の支出について
5,130

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・その２）
4,888

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分・その２）
1,728

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
34,228

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,536

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
280

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成27年9月分）
7,310

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成27年9月分）
8,250

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
11,897

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
4,838

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
4,500

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
4,500

港湾局 財産活用担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　財活－31　不動産鑑定評価依頼（鑑定書・意見書）の経費の支出について
199,800
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港湾局 財産活用担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 財活-26　特別管理産業廃棄物（廃酸）収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（管理地管理用）
64,800

港湾局 財産活用担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（９月分）（財活－４０）
594

港湾局 財産活用担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金の支出について（９月分）（財活－４０）
1,026

港湾局 財産活用担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務用　ＡＴＣ地下１階部分の賃借料の支出について(11月分)
1,097

港湾局 財産活用担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金の支出について（９月分）（財活－３９）
8,084

港湾局 財産活用担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 財産活用担当事務用　市内出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
3,030

港湾局 財産活用担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 財活-20　特別管理産業廃棄物（廃酸）処分業務委託にかかる経費の支出について（管理地管理用）
237,600

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 財産活用事務用　平成２７年度請第１３１２号　業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その2)にかかる経費の支出について(8、9月分　第1回)
42,336

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 財産活用担当事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
7,637

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 測量業務用　平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について　平成27年7月～9月分
62,629

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 測量業務用　平成27年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　平成27年7月～9月分(第2回)
213,678

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用　平成27年度　測量業務システム(機器更新)長期借入にかかる支出について　平成27年7月～9月分(第2回)
175,932

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 測量業務用　平成24年度 請第1319号 測量業務システム(機器増設)長期借入(設計変更)にかかる経費の支出について　平成27年7月～9月分
37,713

港湾局 財産活用担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 財産活用事務用　測量業務(財産整理)システム機器借入にかかる経費の支出について　平成27年9月分(第6回)
4,266

港湾局 開発調整担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨海部開発用　職員の海外出張（韓国・釜山）に伴う経費の支出について
6,000

港湾局 開発調整担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨海部開発用　平成27年度みなとまちづくり担当者実務コース参加に伴う神奈川県横須賀市への出張旅費の支出について
29,650

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費(９月分)の支出について
320

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　特別旅費 臨海部開発用　海外出張に伴う経費の支出について（韓国・釜山）
9,320

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成27年７～９月分）
6,055

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか２点の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成27年７～９月分）
19,900

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　讀賣新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成27年7～9月分）
6,056

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成27年７～９月分）
6,056

港湾局 開発調整担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　日本海事新聞の購入にかかる経費の支出について　第２四半期（平成27年7～9月分）
11,543

港湾局 計画担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計調査データ作成処理業務委託　長期継続に係る経費（平成27年9月分）の支出について
583,200

港湾局 計画担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入（その２）使用料（平成27年9月分）の支出について
17,820

港湾局 計画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成27年度　朝日新聞ほか1点購入経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,819

港湾局 計画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成27年度　読売新聞購入経費の支出について（平成27年7月～9月分）
6,055

港湾局 計画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成27年度　毎日新聞購入経費の支出について（平成27年7月～9月分）
6,055

港湾局 計画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成27年度　産経新聞購入経費の支出について（平成27年7月～9月分）
6,055

港湾局 計画担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画担当業務用　第102回　国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会への出席にかかる出張旅費の支出について（１０／２９　神奈川県川崎市）
14,120

港湾局 計画担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　会費 計画担当業務用　第102回　国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会にかかる会議運営費の支出について
2,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 建築業務用陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）８月分［建築担当］の支出について
103

港湾局 保全監理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 分析調査用　請第5050号　大阪港港湾区域内底質調査（分析）業務委託にかかる経費の支出について
178,451

港湾局 保全監理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 分析調査用　請第5050号　大阪港港湾区域内底質調査（分析）業務委託にかかる経費の支出について
2,487

港湾局 保全監理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 分析調査用　請第5050号　大阪港港湾区域内底質調査（分析）業務委託にかかる経費の支出について
178,451

港湾局 保全監理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 分析調査用　請第5050号　大阪港港湾区域内底質調査（分析）業務委託にかかる経費の支出について
178,451

港湾局 保全監理担当 平成27年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用　陽画焼付等（上半期）請負（単価契約）８月分（設計）にかかる経費の支出について
6,078

港湾局 保全監理担当 平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 補修用　平成27年度請第7330号　南港魚つり園補修工事(その2)の支出について（前払金）
9,630,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 建築事務用事務用品（蛍光マーカ他９点）の支出について
883

港湾局 保全監理担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その13）の工事前払金の支出について
25,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その13）の工事前払金の支出について
1,120,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その13）の工事前払金の支出について
91,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その13）の工事前払金の支出について
120,436,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5600号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その13）の工事前払金の支出について
668,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 計画整備部業務用 市内出張旅費の支出について(9月分)
385

港湾局 保全監理担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補強用　請第7200号　正平橋補強工事のB工事完成金（平成27年度繰越明許費分）の支出について
48,744,000

港湾局 保全監理担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 橋梁補強用　請第7200号　正平橋補強工事のB工事完成金（平成27年度分）の支出について
1,341,036

港湾局 保全監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 設計業務用 陽画焼付等(上半期)請負(単価契約)9月分(設計)にかかる経費の支出について
32,341
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港湾局 環境整備担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 北港処分地管理運営用　北港処分地南地区水質監視小屋等電気使用料金（８月分）の支出について
49,668

港湾局 環境整備担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局担当業務用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（８月分）の支出について
1,440

港湾局 環境整備担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　もと南港中継基地産業廃棄物(鉱さい)収集運搬・処分業務委託に係る経費の支出について
7,731

港湾局 環境整備担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（９月分）の支出について
9,530

港湾局 環境整備担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　もと南港中継基地一般廃棄物収集運搬・処分業務委託に係る経費の支出について
1,160

港湾局 環境整備担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 もと南港中継基地用　もと南港中継基地産業廃棄物（廃プラスチック類等）収集運搬・処分業務委託に係る経費の支出について
207

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１９　機械担当業務用　有機溶剤作業主任者講習受講料の支出について
4,212

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１８　機械担当業務用　小型移動式クレーン運転技能講習受講料の支出について
1,600

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ｃ－１７　機械担当業務用　酸欠・硫化水素危険作業主任者講習受講料の支出について
4,320

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１８　機械担当業務用　小型移動式クレーン運転技能講習受講料の支出について
16,000

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１７　機械担当業務用　酸欠・硫化水素危険作業主任者講習受講料の支出について
31,680

港湾局 設備担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 ４７Ｃ－１９　機械担当業務用　有機溶剤作業主任者講習受講料の支出について
7,788

港湾局 設備担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 パーツクリーナーほか5点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-6）　直営工事用
9,698

港湾局 設備担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　Ｐ型ゴムパッキン（Ｌ８０Ｗ同幅）ほか５点買入経費の支出について（第１回　９月納入分）
1,094,472

港湾局 設備担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　中古タイヤ買入にかかる経費の支出について
17,280

港湾局 設備担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　オイルレスブッシュほか１５点買入に係る経費の支出について
240,300

港湾局 設備担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営施工用　オイルレスブッシュほか１５点買入に係る経費の支出について
59,616

港湾局 設備担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 一般標識ほか2点の買入にかかる経費の支出について（直営電気-8）　直営工事用
30,240

港湾局 設備担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　オイルレスブッシュほか１５点買入に係る経費の支出について
70,524

港湾局 設備担当 平成27年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　救命浮環用ロープ買入にかかる経費の支出について
91,800

港湾局 設備担当 平成27年10月19日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽貨物自動車 （41す6983）の故障修繕にかかる経費の支出について
311,364

港湾局 設備担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　船車修繕料 直営施工用　燃料噴射ポンプ修繕（みどり丸）外１点にかかる経費の支出について
304,825

港湾局 設備担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （設電－４）近接地等出張交通経費の支出について（近接地等出張用 平成27年9月）
1,840

港湾局 設備担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎管理用　（第6回部分払い）請第３０００号　平成27年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について（9月分）
218,992

港湾局 設備担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　工業用窒素ガス買入にかかる経費の支出について
40,824

港湾局 設備担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請第3651号　中央突堤臨港緑地照明設備電源移設工事設計変更にかかる経費の支出について　電気設備工事用
4,332,960

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄油ほか３点買入に係る経費の支出について（９月納入　最終３回目）
8,856

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄油ほか３点買入に係る経費の支出について（９月納入　最終３回目）
81,994

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄油ほか３点買入に係る経費の支出について（９月納入　最終３回目）
10,411

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　エレメントセットほか５点（いそしぎ）買入にかかる経費の支出について
156,906

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電球及び安定器等概算買入にかかる経費の支出について（電気設備維持管理用　第3回分）
575,127

港湾局 設備担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄油ほか３点買入に係る経費の支出について（９月納入　最終３回目）
1,771

港湾局 設備担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事-1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について(単価契約9月分 鶴町電気事務所管理用)
13,154

港湾局 設備担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用 47E-9 南港魚つり園護岸外１箇所便所給水配管修繕にかかる経費の支出について
70,200

港湾局 設備担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用 47E-9 南港魚つり園護岸外１箇所便所給水配管修繕にかかる経費の支出について
25,920

港湾局 設備担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 設備担当（電気）業務用　タイヤ修繕（その２）にかかる経費の支出について
101,250

港湾局 設備担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　オルタネーター（機付充電器）ほか４点買入に係る経費の支出について
58,968

港湾局 設備担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　オルタネーター（機付充電器）ほか４点買入に係る経費の支出について
138,369

港湾局 設備担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　オルタネーター（機付充電器）ほか４点買入に係る経費の支出について
108,087

港湾局 設備担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 直営施工用　発電機借入（その２）にかかる経費の支出について
18,792

港湾局 振興担当 平成27年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用「ゲートオープン時間延長事業に関する意見交換」及び「東京港ポータルサイトに関するヒアリング･現場視察」に伴う東京出張にかかる旅費の支出について
29,260

港湾局 振興担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 港まつり用　大阪湾クルーズ貸切船運航等業務委託の支出について
1,600,000

港湾局 振興担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　平成27年度港湾労働者休憩所業務代行料の経費の支出について（第３四半期分）
266,500

港湾局 振興担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
480

港湾局 振興担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
960

港湾局 振興担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
165

港湾局 振興担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
1,980

港湾局 振興担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
1,470
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港湾局 振興担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
1,140

港湾局 振興担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
4,580

港湾局 振興担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
1,290

港湾局 振興担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（７～９月分）の支出について
600

港湾局 工務担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　国土交通省土木工事積算基準ほか５点買入に伴う経費の支出について
4,320

港湾局 工務担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　国土交通省土木工事積算基準ほか５点買入に伴う経費の支出について
94,716

港湾局 工務担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成27年8月分)の支出について
363,690

港湾局 工務担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　設計業務等標準積算基準書・同参考資料ほか１点買入にかかる経費の支出について
2,484

港湾局 工務担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計積算用　設計業務等標準積算基準書・同参考資料ほか１点買入にかかる経費の支出について
10,152

港湾局 工務担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式　長期借入（9月分）の経費の支出について
133,272

港湾局 海務担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年8月分）の支出について　維－５
363

港湾局 海務担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年8月分）の支出について　維－４
7,440

港湾局 海務担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請9303号　平成27年度鶴町基地警備業務委託（８月分）の経費の支出について（事後審査型制限付一般競争入札）
638,727

港湾局 海務担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　平成２７年度ポリマーセメント系断面修復材（上半期）買入（概算契約）にかかる経費の支出について（第２回 完了払）
299,700

港湾局 海務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（８月分）
35,856

港湾局 海務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用及び巡視業務用　免税軽油の買入にかかる経費の支出について（８月分）
143,424

港湾局 海務担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 港湾事業一般管理用　平成27年度瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会会費の支出について
60,000

港湾局 海務担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
2,580

港湾局 海務担当 平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　潜水器具買入にかかる経費の支出について
149,796

港湾局 海務担当 平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営工事用　潜水器具買入にかかる経費の支出について
411,480

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ビニールテープほか９点買入にかかる経費の支出について
40,997

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ビニールテープほか９点買入にかかる経費の支出について
4,277

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ビニールテープほか９点買入にかかる経費の支出について
27,302

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
7,452

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
156,492

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
253,368

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
59,616

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
14,904

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
37,260

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
22,356

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　ビニールテープほか９点買入にかかる経費の支出について
53,265

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　アンカーボルト買入にかかる経費の支出について
4,320

港湾局 海務担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
44,712

港湾局 海務担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　手数料 海務担当一般業務用　水没車両リサイクル料の支出について
128,800

港湾局 海務担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 夢舞大橋維持管理用　国際ＶＨＦトランシーバー他４点買入れにかかる経費の支出について
58,050

港湾局 海務担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成27年8月分）の支出について
25,056

港湾局 海務担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料金の支出について（平成27年9月請求分）　維－1
22,788

港湾局 海務担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　潤滑油買入にかかる経費の支出について
149,040

港湾局 海務担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　目地材ほか３点買入にかかる経費の支出について
62,413

港湾局 海務担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　測量野帳（レベルブック）買入にかかる経費の支出について
2,484

港湾局 海務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 係留施設経営事業用　4号はしけ桟橋補修材料の買入にかかる経費の支出について
99,921

港湾局 海務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（９月分）
4,386

港湾局 海務担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その２）の経費の支出について（平成27年8月分）
134,791

港湾局 海務担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その２）の経費の支出について（平成27年8月分）
14,188

港湾局 海務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（9月分）
2,562

港湾局 海務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（9月分）
2,052

港湾局 海務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用、巡視業務用）水道使用料の支出について（9月分）
1,218,974

港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年9月分）の支出について　維－２
3,084
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港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事用　空気タンクエアチャージ買入にかかる経費の支出について
15,552

港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 直営業務用　地下鉄・バス・ニュートラム回数カードの購入にかかる経費の支出について
9,000

港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　精密音響測深機整備点検「業務委託」の実施経費の支出について
192,240

港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その２）（９月分）の実施及び同経費の支出について
7,344

港湾局 海務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　寸胴鍋買入にかかる経費の支出について
20,520

港湾局 海務担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　切手の購入にかかる経費の支出について
41,400

港湾局 海務担当 平成27年10月27日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　建設機械法定点検整備業務委託（第２四半期）（７～９月分）の実施経費の支出について
58,320

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 巡視業務用　雨合羽ほか３点の買入にかかる経費の支出について
150,768

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請9303号　平成27年度鶴町基地警備業務委託（９月分）の経費の支出について（事後審査型制限付一般競争入札）
620,477

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（９月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公有財産購入費　土地購入費 既存埠頭の再編用　Ｆ７、８岸壁の土地購入費の支出について
12,466,000

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　プライマー材ほか３点買入にかかる経費の支出について
33,966

港湾局 海務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　プライマー材ほか３点買入にかかる経費の支出について
40,824

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（9月分）
70,902

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成27年9月分）の支出について（維－３）
10,313

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（9月分）
24,732

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成27年度大阪港内清掃作業業務委託の経費の支出について（平成27年9月分）
1,957,500

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
2,094,454

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
3,141,682

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業用、巡視業務用及び総務担当施設管理用　電気使用料の支出について（9月分）
2,603

港湾局 海務担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
10,633,384

港湾局 海務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金の支出について（９月分）後納
588

港湾局 海務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（9月分）の支出について
188,524

港湾局 海務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成27年8月分）の支出について
26,958

港湾局 海務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）経費の支出について（平成２７年１１月分）
168,542

港湾局 海務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成２７年１１月分）
184,248

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 防塵マスクほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用及び事務所等管理用）
45,144

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 防塵マスクほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用及び事務所等管理用）
353,420

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャランほか３点（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
10,800

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 再生クラッシャランほか３点（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
10,800

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請第1800号　平成27年度第二突堤基地警備業務委託料の支出について（平成27年8月分）
557,567

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（10月分）の支出について　トンネル維持管理用
600,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 作業用手袋（１）ほか３点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用及び事務所等管理用）
429,678

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
239,382

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 アスファルト混合物（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
236,034

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 天然ガス（８月分）の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
6,469

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（９月分）の支出について
1,944

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月08日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（その２）（重機関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
1,034

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（９月分）
42,125

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成27年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
993,504

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（９月分）の支出について
707,629

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成27年９月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋維持管理用】
911,873

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成27年度防災・施設担当（防災保安） 自動車法定点検整備業務委託（その３）にかかる経費の支出について
161,276

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（９月分）の支出について
758,956

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第2電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成27年8月分）
483,543

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１、９０５－１　真鍮製ワイヤーブラシほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
56,505

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
4,265

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
10,662
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港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
29,854

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について（事務所等管理用及び直営工事施工用）
486

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
70,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
3,590,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
720,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
150,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１　二トリルゴム手袋の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
12,420

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１　点検ミラーの買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
61,776

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 カーエアコン用冷媒ガスの買入にかかる経費の支出について（所管自動車管理用）
19,440

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生教育用　書籍の買入にかかる経費の支出について（その１）
10,932

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設－車　防災・施設担当（施設管理）小型乗用自動車追加修繕の実施にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
2,808

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　防災・施設担当（防災保安）自動車修繕（その４）にかかる経費の支出について
51,094

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員輸送用　請６３０１号　平成２７年度職員輸送車借入の実施にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
36,504

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２７年８月分）
33,912

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設－車　ワイパーブレードほか２点の買入にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
6,102

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１　トラロープほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
204,120

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１　除草剤の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
124,200

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生教育用　書籍の買入にかかる経費の支出について（その２）
5,420

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成27年度防災・施設担当（防災保安）自動車故障修繕（その５）にかかる経費の支出について
28,447

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成27年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,026

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
4,682

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
2,927

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
1,429,799

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
268,114

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成27年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
594

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２７年１０月分）
306,504

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（９月分）の支出について
2,119

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 臨港道路維持管理用　請９６３２号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入経費（9月分）の支出について
16,740

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード長期借入にかかる経費の支出について（９月分）（保安対策用）
34,022

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
114

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６０５号　軽貨物自動車長期継続借入金の支出について（9月分）道路維持管理用
76,542

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 建設機械借入（車両関係）（８月分）の実施にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
76,581

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安巡視用　請1804号　防災保安用軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
64,800

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（９月分）の支出について
122,476

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０１－１、９０２　ロングアイボルトほか６点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
129,060

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 チラシの買入にかかる経費の支出について【夢舞大橋維持管理用】
15,120

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ＬＰガス使用料（９月分）の支出について（事務所等管理用）
104,256

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車保守・維持管理用　平成27年度 防災・施設担当（防災保安）自動車法定点検整備業務委託（その４）自動車継続検査受験諸費用の支出について
4,400

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車保守・維持管理用　平成27年度 防災・施設担当（防災保安）自動車法定点検整備業務委託（その４）自動車継続検査受験諸費用の支出について
70,440

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２７年度第２突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）（第２四半期分）
903,671

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６８９号　軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（９月分）（保安対策用）
23,004

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車保守・維持管理用　平成27年度 防災・施設担当（防災保安）自動車法定点検整備業務委託（その４）自動車継続検査受験諸費用の支出について
73,300

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　野鳥園臨港緑地展望塔機械警備業務委託の支出について（７月～９月分）
32,400

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設－車　防災・施設担当(施設管理)普通特種自動車故障修繕(その２)の実施にかかる経費の支出について(自動車等修繕用)
24,710

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設－車　平成27年度 防災・施設担当(施設管理)自動車修繕(7～9月分)の実施にかかる経費の支出について(自動車等修繕用)
283,230

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　癒合剤買入にかかる経費の支出について
45,360

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地管理維持用　舞洲緑地・緑道・新夕陽ヶ丘、在来緑地等電気料金（９月分）の支出について
969,189

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（平成27年９月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
7,008,387
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港湾局 防災・施設担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋電気料金（平成27年９月請求分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
750,280

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（９月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
70,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（９月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
140,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（９月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
690,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9618号　平成27年度夢咲トンネル維持管理業務委託の支出について（第3四半期）　トンネル維持管理用
52,706,700

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度　施第9610号　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理業務経費（第3四半期）の支出について　トンネル維持管理用
84,392,280

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 平成27年度 請第9608号 平成27年度港湾域内警備業務委託（９月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用等】
3,480,000

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 コスモスクエア駅ほか売店等にかかる電気・水道設備使用料負担金（平成27年度上半期）の支出について【臨港道理維持管理用】
705,374

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　玉掛け技能講習及び高所作業車技能講習の受講にかかる経費の支出について
3,290

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設－車　ブレーキクリーナーほか２点の買入にかかる経費の支出について(自動車等修繕用)
78,192

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成27年度 請第9618号　平成27年度夢咲トンネル維持管理業務委託の支出について（第3四半期）　トンネル維持管理用
1,654,830

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成27年度重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（９月分）
16,162,146

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 事務所等管理用　緑地管理事務所清掃業務委託の支出について（７月～９月分）
219,525

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成27年度　施第9610号　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理業務経費（第3四半期）の支出について　トンネル維持管理用
2,039,850

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用　玉掛け技能講習及び高所作業車技能講習の受講にかかる経費の支出について
49,210

港湾局 防災・施設担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成27年度重要国際埠頭施設警備業務委託の委託料の支出について（９月分）
39,960

港湾局 総務担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（平成27年8月分 鶴町事務所）庁舎維持管理用
427,897

港湾局 総務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年8月分）　庁舎維持管理用
316,914

港湾局 総務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成27年8月分）　庁舎維持管理用
931,822

港湾局 総務担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　第16回姉妹港・友好港会議にかかる発表資料の翻訳業務委託
91,951

港湾局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成27年８月分）職員事務用
95,480

港湾局 総務担当 平成27年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成27年９月請求分 ２突事務所）庁舎維持管理用
171,607

港湾局 総務担当 平成27年10月07日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 総務事務用　地下鉄回数券の購入にかかる経費の支出ついて
60,000

港湾局 総務担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 総務担当業務用　組織のあり方についてのヒアリングにかかる出張旅費の支出について
29,600

港湾局 総務担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局２突事務所電話移設業務委託にかかる経費の支出について
51,300

港湾局 総務担当 平成27年10月15日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成27年9月請求分 鶴町事務所他３件分）庁舎維持管理用
267,055

港湾局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年９月利用分・２突事務所４回線分）庁舎維持管理用
7,552

港湾局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　普通旅費 総務担当業務用　開港150年記念事業にかかる出張旅費の支出について
27,840

港湾局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（中国・上海）
284,670

港湾局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪港普及宣伝用　大阪港見学会の実施にかかる貸切船舶のよう船について（平成２７年９月実施分）
291,600

港湾局 総務担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報償費　報償金 コンプライアンス用　法律顧問契約にかかる経費の支出について（上半期分）
308,700

港湾局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎に係る賃料及び共益費の支出について(平成27年11月分）
198,532

港湾局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　平成27年度ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成27年11月分）
221,495

港湾局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎に係る賃料及び共益費の支出について(平成27年11月分）
15,858,391

港湾局 総務担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　印刷製本費 大阪港普及宣伝用　大阪港見学会しおり印刷にかかる経費の支出について
9,525

港湾局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（平成27年9月請求分）庁舎維持管理用
61,922

港湾局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成27年9月利用・ソフトバンク分）庁舎維持管理用
22,660

港湾局 総務担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
43,260

港湾局 総務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成27年９月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
20,161

港湾局 総務担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成27年9月請求分）庁舎維持管理用
437,195

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁内情報用システム用プリンタートナー買入経費の支出について（平成27年9月分）
123,329

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成27年9月分）
22,942

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　港湾局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託に係る経費の支出について（平成27年度 第２四半期分）
164,539

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）【平成24年度契約分】
53,141

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報用　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）【平成23年度契約分】
425,443

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　讀賣新聞の購入に係る経費の支出について　平成27年7月～平成27年9月分（第2四半期）
6,056

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか１点の購入に係る経費の支出について（平成27年7月～平成27年9月分【第2四半期分】）
12,819

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の購入に係る経費の支出について　平成27年7月～平成27年9月分（第2四半期分）
6,056
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港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の購入に係る経費の支出について　平成27年7月～平成27年9月分（第2四半期分）
6,056

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の購入に係る経費の支出について（平成27年7月～平成27年9月 第2四半期分）
3,075

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（平成27年9月分 鶴町事務所）庁舎維持管理用
343,910

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 委託料　委託料 港湾局庁舎消火器具点検業務委託の実施および同経費の支出について（庁舎維持管理用）
132,300

港湾局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 電話機リース料の支出について（海上保全事務所・平成27年9月分）　庁舎維持管理用
4,211

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,490

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,172

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,400

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,697

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,872

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
27

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,944

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
120

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

港湾局 経営監理担当 平成27年10月14日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
68,561

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
35,463

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
26,388

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
107,878

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,216

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
34,447

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
42,398

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
800

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
7,658

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,020

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
15,596

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
22,022

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
148,328

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
11,485

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
77,187

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
25,318

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
20,322

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
107,500

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
17,848

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,180

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
29,770

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
87

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
14,143

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
10,996

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
14,021

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,526

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
15

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
12,846

港湾局 経営監理担当 平成27年10月21日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,077

港湾局 経営監理担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（9月分）の支出について
6,800

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
5,130

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
22,572
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港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
2,916

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
5,038

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
2,592

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
21,060

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
14,415

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
1,755

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
1,040

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
285

港湾局 経営監理担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前半）
7,100

港湾局 監理調整担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代（高圧）の支出について（８月分）
121,430

港湾局 監理調整担当 平成27年10月06日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(8月分市内出張旅費）事務連絡用
1,200

港湾局 監理調整担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　行政委員会の府市共同設置に関する国土交通省港湾局、東京都港湾局出張旅費の支出について（９／１７　東京都千代田区、新宿区）
28,840

港湾局 監理調整担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気代の支出について（9月分）
3,009

港湾局 監理調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用9月分水道代の支出について
37,815

港湾局 監理調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用9月分水道代の支出について
19,319

港湾局 監理調整担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾管理一元化関係業務用　近接地出張交通費の支出について（9月分）
7,219

港湾局 監理調整担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 出張旅費の支出について(9月分市内出張旅費）事務連絡用
660

港湾局 監理調整担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 野鳥園図面印刷用　陽画焼付にかかる経費の支出について（９月分）
23,976

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
747

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
29,476

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,026,625

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
972

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,794

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,792

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,353,740

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
8,970

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,392

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
801,574

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,249,274

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,227,868

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,269

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,921

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,784

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,304,318

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,110

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,137

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,747,135

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,990

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
180,005

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,372,562

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,700,940

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
999

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,691

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,392

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,812

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,781,690

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,080
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会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,337

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,035

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,381,892

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,089,726

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,113,924

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,952,836

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
8,329

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
413

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,881,389

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
133,257

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
728

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
20,849

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,437,802

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
6,001

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
12,221,272

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
624,202

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
973

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
219,227

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
579,534

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,196

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
17,595

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
14,155

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,132,857

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
776,889

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
691,232

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
716,481

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,048,359

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
18,861

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
763,290

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
5,492,821

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
20,911

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,410,613

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
91,289

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,091,215

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
15,301

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
102,756

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,743

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
12,423

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
294,303

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
108,491

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
317,759

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
200,697

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,179,299

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,169,202

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,062,577
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会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,987,339

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,671,400

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,449,963

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,942,700

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,382,511

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
299,756

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,019,986

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,546,235

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
23,298

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
514,341

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
66,796

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,494

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,067

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,305

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
94,674

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
18,381

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
25,956,825

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
10,740

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
76,466

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,728,684

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
7,401,673

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
16,354

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,937

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
70,719

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
796

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
27,161

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
3,804

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
142,098

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
196,743

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,426

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
212,883

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
368

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
935,964

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
879,665

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,014

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾環境整備事業費 港湾環境整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
133,949

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,385

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,792

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
1,005

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
20,890

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
4,888

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,035

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
66,057

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,392
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会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
337,548

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
154,249

会計室 会計企画担当 平成27年10月01日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（8月分）の支出について
2,080

会計室 会計企画担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（9月分）の支出について
49,768

会計室 会計企画担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
23,730

会計室 会計企画担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,054

会計室 会計企画担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
42,055

会計室 会計企画担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
21,372

会計室 会計企画担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治外３点の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
17,625

会計室 会計企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
24,360

会計室 会計企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
5,371

会計室 会計企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　９月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　９月分）
2,830

会計室 会計企画担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（9月分）の支出について
11,391

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
27,054

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　９月分）
28,293

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,201,247

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,985

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
68,902

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修理経費の支出について
2,289

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
21,415

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
245,681

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,609

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
172,364

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
248,466

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
304,974

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
258,649

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
215,109

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
295,264

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
238,917

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
274,867

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
303,225

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
165,867

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
287,034

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
42,242

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
194,965

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
145,851
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会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
189,134

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,069,213

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
59,591

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
33,504

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
489,226

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,679,767

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,165,548

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,101,654

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
26,491

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
357,170

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
596,583

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
675,419

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,132,692

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
654,212

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
421,709

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
577,506

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
548,156

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
5,337

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
795,320

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,397,407

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
447,145

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
563,032

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,759

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
116,091

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
42,814

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,700

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,026

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,108

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
58,377

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
8,014

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
35,674

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
36,386

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,632,133

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
621,822

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,062,764

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,576,719

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
786,037

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
606,668

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,894,465

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,254,750



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
20,879,098

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,078

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
15,122

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
6,574,491

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,924

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
159,378

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,026

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
926,930

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
339,758

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
742,574

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
46,940

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,240

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
22,346

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,773

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
21,060

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
899,824

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
168,362

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
127,454

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
200,257

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,860

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,720

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
75,560

会計室 会計企画担当 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,816,971

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
9,417

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
9,969

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（平成27年9月分）
864

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
427,982

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
247,689

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
192

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
227,408

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
972

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
364,493

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
3,109

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
18,502

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
270

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
376,794

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
253,790

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
8,074

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
246,013

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
229,184

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
276,333

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
310,921

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,524

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
245,229
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会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
421,387

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
224,698

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
366,576

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
388,679

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
247,783

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
278,235

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
246,787

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
23,533

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
191

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
252

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
11,319

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
2,550

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
18,328

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
173

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
18,117

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
9,780

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
187

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
180

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
158

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,610

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
120,166

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
290

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
47,866

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
8,591

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
172

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
1,385

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
38,219

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
44,621

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
637

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
239

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
253

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
90

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,909

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
12,274

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,739

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
153

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
24,283

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,038

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
45,533

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
126,753

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
73

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
2,473

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,835
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会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
807

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
5,154

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
59

会計室 会計企画担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
18,838

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
175,084

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
912

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,941,343

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,380

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
206,533

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
106,524

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
441,130

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
577,377

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
304,137

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
332,171

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
273,489

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,657

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
415,644

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
189,970

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
300,038

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
468,821

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
55,075

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
306,057

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
530,460

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
204,065

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,926

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
295,040

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
912

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
527,967

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
732,886

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
189,865

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,940,296

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,080

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
6,464

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
131,812

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
280,471

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
405,167

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,981,111

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
16,827

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
116,328

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
669,781

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
746,629

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
873,866

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
543,465

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
112,104
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会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
574,162

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
208,009

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
275,500

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,042,223

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
669,557

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
7,297,372

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,919

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
912

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
20,045

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 河川費 河川管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,584

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
31,786

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
96,519

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
66,504

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
22,335

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,490

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
14,709

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
65,722

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
26,360

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,387,672

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
6,572,643

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,080

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
158,465

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,080

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
210,853

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
912

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
9,309

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
5,206

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
177,022

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
98,669

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
67,899

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
18,532

会計室 会計企画担当 平成27年10月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
3,063,720

会計室 会計企画担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 財務会計システム開発・運用・保守業務委託にかかる経費の支出について（平成27年度上半期分）
61,508,592

会計室 会計企画担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 大阪市公金収入報告書電子計算機処理業務委託料（第２四半期）の支出について
78,248,812

会計室 会計管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（９月分）
3,749,787

北区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
2,486,115

北区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
1,023,750

北区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
150,348

北区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
48,326

北区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用ゴム印購入経費の支出について
1,944

北区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用厚紙の購入経費の支出について
13,824

北区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（８月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月17日、9月18日分）
8,856

北区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所医務主幹室改装工事経費の支出について
286,200

北区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」編集デザイン業務委託にかかる経費の支出について（平成２７年度１０月号分）
124,200

北区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
5,061

北区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
305
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北区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（８月分）
98

北区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
1,778

北区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
107

北区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
34

北区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所保健福祉センター１階トイレ内水栓修繕工事経費の支出について
48,632

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用出張交通費の支出について（８月分）
14,960

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月28日、9月30日分）
1,348

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月28日、9月30日分）
5,904

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
22,003

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
1,330

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　北区役所害虫駆除業務委託経費の支出について
427

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月28日、9月30日分）
2,050

北区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月28日、9月30日分）
2,050

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　大阪市北区役所清掃業務委託の実施経費の支出について（９月分）
468,000

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎自動扉装置保守点検業務委託経費の支出について（４～９月分）
108,000

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
8,164

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（９月分）
142,034

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所自動体外式除細動器等長期借入経費の支出について（９月分）
5,724

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（９月分）
9,936

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,340

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）の実施、及び同経費の支出について（９月分）
18,468

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所トイレ内消臭・芳香装置等借入経費の支出について（７～９月分）
93,312

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
28,728

北区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（９月分）
197,951

北区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成27年度９月分）
234,900

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月8日、10月9日分）
15,552

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区広報紙「わがまち北区」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷契約にかかる経費の支出について（平成２７年１０月号分）
545,292

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
134,218

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
146,382

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
134,851

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
10,402

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月8日、10月9日分）
246

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
8,852

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
8,155

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
628

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,621

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,845

北区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
202

北区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
314,255

北区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
18,531

北区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
5,956

北区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用北区役所敷地内低木剪定及び病害虫駆除業務委託経費の支出について
57,240

北区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２７年度１０月号分）
840,354

北区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 雑用水給水ポンプ等の異常にかかる点検業務委託の実施及び同経費の支出について
64,800

北区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査の実施にかかる調査員説明会等の会場使用料の支出について
19,800

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（１１月分）
115,500

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用テープのりほか１９点購入経費の支出について
196,026

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２９８５＞
3,459
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北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
7,447

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　毎日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
23,186

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　産経新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　朝日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　大阪日日新聞
6,150

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（7月～9月分）　日本経済新聞
13,527

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について(7月～9月分）　読売新聞
12,111

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（９月分）
8,856

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,844

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（政策企画）事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
8,394

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
4,601

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
3,780

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
988

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
342,791

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査の実施にかかる調査員説明会等の会場使用料の支出について
10,500

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・選挙・統計　＜機械番号２０２８３６＞
1,079

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
242

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,166

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
278

北区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
89

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
34,200

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用ドラム／トナーカートリッジ購入経費の支出について
286,740

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用テープのり外13点購入経費の支出について
33,815

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課窓口配付用ベビー用スプーン・フォークセットの購入について
280,800

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
11,505

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
229,878

北区役所 戸籍登録課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
231,262

北区役所 地域課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入にかかる経費の支出について（９月１８日分）
5,120

北区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入れにかかる経費（９月分）の支出について（北区学習活動支援事業、運営事務費）
5,182

北区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入れにかかる経費（９月分）の支出について（北区学習活動支援事業、運営事務費）
990

北区役所 地域課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用ごみ袋購入経費の支出について
13,284

北区役所 地域課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「北区ぶらぶら２０１５」実施にかかる講師謝礼の支出について（９月分）
15,000

北区役所 地域課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる備蓄物資用物置の購入経費の支出について
155,520

北区役所 地域課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区魅力向上事業用デッキブラシ購入経費の支出について
14,806

北区役所 地域課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用ラミネートフィルム他３点購入経費の支出について
83,214

北区役所 地域課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 地域活性化事業用移動式ドライ型ミスト発生装置用コードリール購入経費の支出について
237,822

北区役所 地域課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（9月分）
14,715

北区役所 地域課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について　第3四半期分
15,176,537

北区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用油性マーカーほか８点の買入経費の支出について
16,686

北区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる地域安全防犯用ユニホーム購入経費の支出について
108,151

北区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 学習活動支援事業用「北区　小さな旅ぶっく」の増刷にかかる経費の支出について
318,600

北区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
4,182

北区役所 地域課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「北区ぶらぶら２０１５」実施にかかる講師謝礼の支出について（１０月分）
15,000

北区役所 地域課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用のり付きパネル購入経費の支出について
6,652

北区役所 地域課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
5,378

北区役所 地域課 平成27年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 豊仁小学校校庭の芝生化事業（維持管理）にかかる補助金の支出について
51,150

北区役所 地域課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区魅力向上事業（種から育てる地域の花づくり）用花種購入経費の支出について
59,022
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北区役所 地域課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難場所用防草シートほか１点の買入経費の支出について
237,600

北区役所 地域課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課（区民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,074

北区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム措置業務に係る葬祭費の支出について
194,000

北区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業にかかる業務委託及び同経費の支出について（平成27年8月分）
2,798,000

北区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第2回大阪市北区地域支援連絡会議にかかる報償金の支出について
20,578

北区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当業務用児童手当給付費未支給分の支出について（区支出）
95,000

北区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（マスク他１３点）購入経費の支出について
13,414

北区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業用消耗品（啓発のぼり他４点）購入経費の支出について
105,300

北区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（マスク他１３点）購入経費の支出について
33,099

北区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（償還払い方式）
2,305

北区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額介護サービス費の支出について（平成27年6月分）
9,300

北区役所 福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
11,930

北区役所 福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険業務に係る事務用品購入経費の支出について
24,365

北区役所 福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

北区役所 福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,197,073

北区役所 福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　北区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
330,000

北区役所 福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
752,822

北区役所 福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小地域福祉活動計画策定委員会にかかる講師報償金（平成27年9月分）の支出について
36,700

北区役所 福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）10月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成27年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２７年度寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
243,000

北区役所 福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月4日～平成27年10月2日分）
1,000

北区役所 福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月4日～平成27年10月2日分）
5,938

北区役所 福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月4日～平成27年10月2日分）
7,000

北区役所 福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２７年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
1,386,000

北区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
128,560

北区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
11,500

北区役所 福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
19,000

北区役所 福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（９月分）
4,892

北区役所 福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　10月分の支出について
1,084,460

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,801

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
13,366

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
13,725

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,695

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,626

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年９月分）
78,520

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年9月分）
450,010

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,647

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,333

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,596

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,288

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成２７年９月分）
134,568

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
15,426

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
34,440

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
23,300

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年9月分）
251,508

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,058

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,632
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北区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成27年9月分）
22,480

北区役所 福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,992

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
78,969

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,202

北区役所 福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,394

北区役所 保険年金課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度１０月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－１（歳出・一般分）
86,380

北区役所 保険年金課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年９月審査分②　一般）
964,883

北区役所 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－２（歳出・一般分）
240,558

北区役所 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－２（歳出・一般分）
1,066,029

北区役所 保険年金課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（保険者間調整分）
128,512

北区役所 保険年金課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年１０月審査分　一般）
784,996

北区役所 保険年金課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２７年１０月審査分）
450,000

北区役所 保険年金課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２７年１０月審査分）
553,140

北区役所 保険年金課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２７年１０月審査分　退職）
19,000

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
7,577

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
14,678

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
97,264

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
816,959

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
66,209

北区役所 保険年金課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
48,624

北区役所 健康課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(8月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(9月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康まつり事業用　周知ちらし作成経費の支出について
44,226

北区役所 健康課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１２日～９月３０日支出分
6,850

北区役所 健康課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１２日～９月３０日支出分
1,036

北区役所 健康課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月１２日～９月３０日支出分
8,519

北区役所 健康課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　出張旅費の支出について（４月～７月分）
2,200

北区役所 健康課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　出張旅費の支出について（４月～７月分）
9,650

北区役所 健康課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）10月1日～10月9日支出分
6,348

北区役所 健康課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）10月1日～10月9日支出分
930

北区役所 健康課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）10月1日～10月9日支出分
5,795

北区役所 健康課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）10月1日～10月9日支出分
1,628

北区役所 健康課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（９月分）の支出について
17,243

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支払いについて（９月分）
31,190

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年９月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年９月分）について
99,560

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年９月分）について
143,350

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年９月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２７年９月分）について
87,770

北区役所 健康課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康増進事業用　がん検診啓発のぼり旗印刷経費の支出について
63,504

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（７・８月分追加支払い分）
34,160

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（９月分）
385,760

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
3,013

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
82

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
82

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
1,066

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
82
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北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年度BCG接種にかかる医師報償金の支出について(10月分)
49,780

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
246

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
25,478

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
246

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策推進事業（家族教室）の実施に伴う講師謝礼金（８月分）の支出について
8,960

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
912

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
1,476

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
120

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
2,380

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
1,424

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
246

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
4,543

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
6,329

北区役所 健康課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（９月分）
7,422

北区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№８６９～８７５）
128,401

北区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№８８１～８８３）
11,500

北区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№８５６～８６６）
423,514

北区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№８５２～８５３）
443,952

北区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（妊娠検査料　№９０４）
1,130

北区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９２６～９３４）
135,557

北区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.８７６～８８０）
13,838

北区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№８６８）
5,880

北区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９３５～９３８）
177,635

北区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№８６７）
9,250

北区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 社会福祉士実習指導者講習会受講費の支出について
15,000

北区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９００～９０３）
22,561

北区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.８８４～８９９）
111,632

北区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９１０～９２３）
78,590

北区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№９０５～９０９）
15,920

北区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９２４～９２５）
20,666

北区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№９３９～９４０）
2,744

北区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 社会福祉士実習指導者講習会受講にかかる管外出張旅費について
1,040

北区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９４１～９４７）
196,842

北区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９５８～９７７）
90,830

北区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９９６）
5,400

北区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる報償金（８月分）の支出について
6,800

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（平成２７年９月分）
13,918

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,996

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１１月分）
11,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№９９７～９９９）
123,600

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（№９５０～９５７）
111,736

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１１月分）
7,000,000

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１１月分）
200,000

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校９月分）
58,800

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校９月分）
350,177

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校９月分）
157,200

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２７年１１月分）
500,000

北区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№９８７～９８８）
438,376
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北区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（９月分）の支出について
278,165

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる９月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
3,930

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９８９～９９２）
29,790

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１００２～１０１７）
91,948

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９７８～９８６）
95,629

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費１件　No.１０５１）
3,888

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１０３５～１０４４）
151,782

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１０１８～１０２３）
44,668

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１０２４）
8,230

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№９４８～９４９）
109,288

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　No.９９３～９９５）
3,240

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１０００～１００１）
9,860

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１０２５～１０３４）
42,510

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１０４５～１０４９）
239,900

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（１件　No.１０５０）
126,960

北区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
86,659

都島区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（9月分）
515

都島区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所第5会議室室内機修理工事費用の支出について
54,756

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（8月分）
3,036

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
21,727

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（８月分）
12,171

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（８月分）
32,038

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
6,377

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
7,608

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健福祉課（保健福祉・こども教育）音声付順番案内システム発券印字変更業務委託経費の支出について
27,540

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成27年8月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年8月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
1,822

都島区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用リサイクルトナー外9点の購入経費の支出について
22,572

都島区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所1階ドアチェック取替工事の支出について
33,480

都島区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　新聞未購読世帯への都島区広報誌「広報みやこじま」の配付業務委託経費の支出について（平成27年9月号分）
109,168

都島区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,020

都島区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,520

都島区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,050

都島区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
738

都島区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度 都島区広報誌「広報みやこじま」（平成27年5月号～平成28年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）経費の支出について（平成27年10月号分）
29,937

都島区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報誌編集用PCの長期借入及び同経費の支出について（平成27年9月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（平成27年9月分）
80,453

都島区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（平成27年9月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（平成27年9月分）
378,332

都島区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（9月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　9月分）
60,300

都島区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所運営事務用テント外3点の借入及び同経費の支出について
24,910

都島区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（9月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（9月分）
10,920



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
36,160

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　都島区役所広報誌新聞折込広告業務委託（概算契約）経費の支出について（平成27年10月号）
622,103

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所情報通信設備敷設業務委託経費の支出について
702,000

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（9月分）
13,240

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（9月分）
11,372

都島区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成27年9月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 都島区の広報誌（平成27年5月号～平成28年4月号）概算印刷経費の支出について（平成27年10月号分）
856,375

都島区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年9月分）
4,353

都島区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成27年9月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成27年9月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報誌編集用PCの保守委託及び同経費の支出について（平成27年9月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 都島区災害対策用職員住宅什器借入費用の支出について（9月分）
9,846

都島区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年9月分）
2,215

都島区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年9月分）
796

都島区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成27年9月分）
10,182

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（9月分）
270,674

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（9月分）
14,803

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（9月分）
16,202

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（9月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,284

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　9月分）
425,952

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　新聞未購読世帯への都島区広報誌「広報みやこじま」の配付業務委託経費の支出について（平成27年10月号分）
112,363

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
540

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＩＴ基盤整備事業用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成27年9月分）
270

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,906

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
332

都島区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,248

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（結束バンド外6点）買入にかかる経費の支出について
13,398

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（結束バンド外6点）買入にかかる経費の支出について
1,827

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用手提げバッグの購入経費の支出について
60,588

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業物品（結束バンド外6点）買入にかかる経費の支出について
2,961

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（平成27年4月～平成27年9月分）
129,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,860

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
9,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区内一斉清掃用ポスター・チラシの作成経費の支出について
45,360

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度大阪市青少年指導員活動交付金の交付について（東都島青少年指導員会）
73,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発推進事業用テント外3点の借入及び同経費の支出について
17,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第2回都島区人権啓発推進員研修会における講師謝礼の支払いについて
6,450

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第41回都島区民まつり人権啓発事業にかかる謝礼の支出について
45,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第41回都島区民まつりにおけるテント等使用料の支出について
32,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 防犯対策事業用平成27年度大阪市都島区子どもの安全見守り防犯カメラ設置補助金の交付について
600,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域と区役所の防災力向上事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（9月分）
7,745

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
7,460

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯対策事業用携帯電話使用料の支出について（9月分）
5,771

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
1,218



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
2,682

都島区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
1,640

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年１０月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２７年１０月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金１０月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　国民健康保険料窓口支払用還付資金１０月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）データ印外１点の購入経費の支出について
4,795

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（８月分）
12,218

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）データ印外１点の購入経費の支出について
1,166

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
700,317

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
28,988

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等委託経費の支出(8月分)について
2,852,528

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
676,770

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月①）
478,521

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出退職　１０月①）
4,379

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月②）
14,503

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
5,399

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
59,027

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
66,942

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
79,918

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
68,398

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
501,836

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
76,219

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
224,960

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（９月支給分）
600

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（９月支給分）
6,480

都島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月③）
72,723

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１０月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１０月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第3号）
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
39,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
27,146

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
5,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修費）の支出について
2,484

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
1,620

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
18,128

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
68,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料)の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（8月分）
17,120

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（8月分）
1,146

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（8月分）
13,479

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度 都島区地域自立支援協議会主催研修会にかかる経費の支出について
11,560

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用インクカートリッジ外9点の購入経費の支出について
18,573

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用インクカートリッジ外9点の購入経費の支出について
500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
261,029
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
159,356

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（８月分）
10,695

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分)の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
8,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
35,533

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８・９月分）の支出について
12,960

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料)の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(検査料）の支出について
13,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
8,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
73,831

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
2,697

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
15,720

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
71,965

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,013

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
30,853

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
26,870

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
9,432

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
25,607

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
46,007

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
25,068

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
25,088

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
79,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
136,499

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
29,852

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,895

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
8,126

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）①②
21,919

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,458

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,846

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
8,256

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
11,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３７号
66,380

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,636

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年度全国生活保護査察指導員研修会への出張旅費の支出について
37,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用５連フック外１０点の購入経費の支出について
21,222

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代６・７月分）の支出について
22,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
10,492

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
22,454

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
9,180

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
1,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 「学校案内（小学校・中学校）」冊子（都島区役所）印刷にかかる支出について
545,346

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（10月分）
192,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第2四半期　NO4）
159,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,972

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
80

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　８月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代９月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代７月分）の支出について
5,770

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
3,234

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
6,300

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用テープのり外9点の購入経費の支出について
27,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用テープのり外9点の購入経費の支出について
3,070

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代８月分）の支出について
620

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
3,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
57,505

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
31,335

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
47,684

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
30,601

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
48,296

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
63,446

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
39,824

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用テープのり外9点の購入経費の支出について
10,165

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用テープのり外9点の購入経費の支出について
3,721

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラーレーザー＆カラーコピー用紙外2点買入にかかる支出について
10,368

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
8,714

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,069

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
129,637

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３２号
195,650

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）４０号
196,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
300

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（８月分）
3,770
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費９月分）の支出について
91,458

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(教材代及び給食費及５・６・７月分）の支出について
17,424

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
9,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
33,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
19,829

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,879

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,872

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,107

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
7,906

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
20,412

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,192

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
46,144

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,980

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,782

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
48,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
48,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,906

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
20,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４～７月分）
31,360

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,650

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
18,630

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,248

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
24,840

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
204,372

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１０月分）の支出について
1,398,760

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
459,596

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
10,625

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）３１号
42,920

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
156,833

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）にかかる支出について
5,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
194,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
7,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代９月分）の支出について
6,100
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代５月分）の支出について
4,020

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代９月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
114,009

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
74,651

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（9月分）
20,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料９月分の支払いについて
13,380

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（8月分）※追加分
5,460

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みやっこみんなで健康づくり事業用啓発ビラの作成経費の支出について
45,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 第41回都島区民まつり（こども教育）におけるレンタル物品（テント等）使用料の支出について
18,740

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代８月分）の支出について
7,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１１月分）
27,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費及び家財処分料）の支出について
118,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１１月分）
14,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
45,594

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
84,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１１月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材代及び給食費　９月分）の支出について
98,690

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(検査料）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料)の支出について
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
63,036

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
16,348

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
26,147

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
28,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（移送費８月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１１月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
21,648

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２７年１１月分）
1,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
213,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
280,916

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
256,616

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
224,216

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）９月分の支出について
32,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
7,550

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
3,034

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
37,345

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
738

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,537

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,296

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
328
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
266

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
26,953

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
47,402

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
10,660

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
550

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
6,214

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
11,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,844

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
350,016

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
4,508

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
16,977

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
87,528

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
26,220

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
227,499

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
64,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,480

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
21,816

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,860

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,050

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
46,844

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）45号
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,625

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,040

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,893

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,730
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,896

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
6,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,974

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,652

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,304

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,550

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,752

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
20,350

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
47,380

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
62,039

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（９月分）
31,190

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
171,772

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
8,692

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
1,170

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（9月分）の支出について
800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）住宅改修費給付事業にかかる支給について（費用支給、代理受領方式）
223,219

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（教材代及び給食費　９月分）の支出について
80,554

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
96,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
36,990

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
8,280

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(給食費　８・９月分）の支出について
50,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
21,648

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
31,702

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料）の支出について
29,868

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（9月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業（グループワーク）に係る講師料の支出について（９月分）
18,720

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（９月分）
10,440

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第3四半期　NO1）
1,573,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,750

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,940
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都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 巡回母乳子育て教室助産師講師料の支出について（９月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
1,056

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者施策用補装具費の支出について（費用支給・代理受領方式）
49,895

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,654

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
6,330

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
12,272

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
322,302

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
6,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　９月分）の支出について
40,200

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　９月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　９月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　９月分）の支出について
23,833

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
64,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
2,600

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
17,420

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
9,720

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　１０月分）の支出について
10,680

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
20,100

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
70,500

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
31,900

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
5,232

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(給食費　９月分）の支出について
40,055

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療費扶助金（文書料）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
4,320

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
5,800

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　９月分）の支出について
66,240

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
468

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
40,633

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,214

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
694

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
3,209

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）９月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
29,538

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
65,111

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
10,910

都島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
164

福島区役所 企画総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　企画総務課（総務）・国勢調査用市内出張交通費の支出について
3,790

福島区役所 企画総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　企画総務課（総務）・国勢調査用市内出張交通費の支出について
870

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
3,691
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福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
1,658

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
1,469

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
345

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
706

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
10,400

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
82

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分 小口支払基金繰入金の支出について
7,170

福島区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　食糧費 平成27年国勢調査にかかるお茶の購入経費の支出について
34,560

福島区役所 企画総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 ほたるまちジャズライブの実施にかかる分担金の支出について
500,000

福島区役所 企画総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（9月分）
363

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,780

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成27年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
2,200

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成27年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
213

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
4,879

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
820

福島区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
4,100

福島区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成27年5月号～平成28年4月号）（10月号分）
351,021

福島区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用 福島区役所 空調設備（電算機室内）修繕経費の支出について
329,400

福島区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用 福島区役所 空調設備（５階EVホール系統ファンコイルユニット）の修繕経費の支出について
91,800

福島区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成27年5月号～平成28年4月号）（10月号分）
204,120

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度第2四半期分　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度第2四半期分　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度第2四半期分　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度第2四半期分　区役所事務参考用大阪日日新聞の購入経費の支出について
6,150

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度第2四半期分　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　区役所事業用FAX機の使用代金の支出について
149

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度第2四半期分　福島区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について
45,360

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（平成25年3月契約分）
475,200

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　福島区役所窓口案内業務委託経費の支出について
170,728

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,720

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
406

福島区役所 企画総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
14,052

福島区役所 企画総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
328

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年10月分 小口支払基金繰入金の支出について
6,829

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年10月分 小口支払基金繰入金の支出について
1,330

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成27年10月分 小口支払基金繰入金の支出について
368

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成27年10月分 小口支払基金繰入金の支出について
9,720

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（9月分）
900

福島区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年10月分 小口支払基金繰入金の支出について
12,640

福島区役所 企画総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育・発達障害ボランティア事業の謝礼の支払いについて(9月分)
158,000

福島区役所 企画総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
959

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,090

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
82

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度９月分　区民モニターにおける郵送料の支出について
12,222
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福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
3,360

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
5,714

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
73,109

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について
2,980

福島区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について
10,366

福島区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成27年4月号～平成28年3月号）10月号分
436,068

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年9月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
7,470

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
10,130

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　区役所事業用・国勢調査用コピー代金の支出について
92,206

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
213

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　福島区役所接遇研修にかかる業務委託経費の支出について
172,800

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（9月分）
211,000

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　区役所事業用・国勢調査用コピー代金の支出について
8,068

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
200

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
2,246

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　消耗品費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
200

福島区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　食糧費 平成27年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
2,246

福島区役所 企画総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 企画総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,208

福島区役所 企画総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議用議事録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,440

福島区役所 企画総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_18
908

福島区役所 企画総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福島区役所における平成27年国勢調査オンライン回答専用端末等の借入経費の支出について
29,700

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（１０月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金支払準備金の支出について（１０月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）10月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）10月分の支出について
1,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（9月分2回目･口座払）
209,758

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（9月分1回目・口座払）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(9月分2回目・口座払)
66,250

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年10月1回目）
317,567

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）業務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
2,920

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年９月分）
660

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年９月分）
300

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,860

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（10月分1回目･口座払）
328,464

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（10月分1回目・口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(退職)の支出について(10月分1回目･口座払）
13,608

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年10月2回目）
182,837

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成27年10月3回目）
63,956

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,438

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
39,655

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
392

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
73,008

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
49,056

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
274,877

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
42,843

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
2,328

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
21,376
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福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
9,991

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
48,888

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
6,585

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（10月分2回目･口座払）
306,468

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（10月分2回目・口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(10月分1回目・口座払)
420,000

福島区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
639

福島区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度福島区民まつり人権啓発推進事業における消耗品費（人権啓発用オリジナルうちわ）の支出について
67,716

福島区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
213

福島区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
320

福島区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,316

福島区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業（人権を考える区民のつどい）のチラシ作製経費の支出について
36,504

福島区役所 市民協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について(第3四半期分)
4,570,150

福島区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
1,085

福島区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
4,628

福島区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
1,456

福島区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２７年９月分)
6,000

福島区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（第二回目）
5,129,875

福島区役所 市民協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる防災対策事務費用消耗品（ストレッチフィルム外５点）の買入経費の支出について
25,342

福島区役所 市民協働課 平成27年10月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための日産リーフ長期継続リース契約（平成２６年１１月～平成２８年１０月）経費の支出について(平成２７年９月分)
38,880

福島区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用（平成27年度福島区民まつり）　ヘリウムガス購入経費の支出について
12,960

福島区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ふくしま暮らし支え合いシステム事業の実施にかかる経費の支出について(第3四半期分)
2,354,130

福島区役所 市民協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業用　上福島地域　防災ガイドマップ作成経費の支出について
370,440

福島区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 野田中学校における防災講演にかかる講師謝礼の支出について（平成27年10月分）
10,120

福島区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
11,808

福島区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
213

福島区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
6,372

福島区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
1,508

福島区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルームにかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
9,000

福島区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度福島区生涯学習推進員研修にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

福島区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,296

福島区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
984

福島区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習ルーム事業での「大阪市生涯学習推進協議会第４回運営委員会」出席にかかる交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,750

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
26,147

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年９月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
6,427

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
11,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
19,530

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（８月分）
8,382

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100
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福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる検査料の支出について
13,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 母子保健事業用および保健福祉センター事業用消耗品購入経費の支出について
1,661

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度９月分　歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,190

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用および保健福祉センター事業用消耗品購入経費の支出について
11,112

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座用消耗品購入経費の支出について
18,554

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,085

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,444

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
6,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
140,320

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎を活用した子育て支援事業用消耗品費支出について
110,160

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成27年８月分
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
12,104

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成27年８月分
660

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,620

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
2,580

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,260

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
3,120

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 2015年度社会福祉士実習指導者講習会受講費の支出について
15,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
480

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
120

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
120

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
540

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
640

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費１０月支給分の支出について
395,496

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,054

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
51,247

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,925

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
64,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,340

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
379,471

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　一部負担金相当額等一部助成費１０月支給分の支出について
99,307

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成27年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
560

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について
211,222

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成27年7月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　ひとり親家庭医療費療養費１０月支給分の支出について
54,372

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年９月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分、９月分）
180,000
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福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,550

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,804

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）にかかる業務委託料の支出について（第3四半期分）
924,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
2,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
92,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,700

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
45,221

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成27年８月分
22,918

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成27年８月分
5,106

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　一部負担金相当額等一部助成費１０月支給分の支出について（その２）
17,958

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（８月分）
14,730

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
31,280

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（７月分）
9,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
18,149

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
5,776

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
20,467

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼９月分の支出について
43,620

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,480

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金第３四半期分の支出について
3,750,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,644

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,270

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,242

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,890

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,094

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８、９月分）
35,305

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
3,105

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
3,214

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
5,570

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
23,842

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
25,047

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
27,562

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
3,725

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,620

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
216,424

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用印刷製本費の支出について
38,880

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成27年９月分の支出について
28,440

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
19,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年9月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
391,620

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,330

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,864
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福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,424,705

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,030,371

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
61,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
80,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護にかかる１０月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
400,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年９月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
900

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年９月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
4,570

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
550

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
492

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
123,475

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,212

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
19,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分料の支出について
74,304

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
9,432

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
214,092

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成27年９月分　保健福祉課（運営・保健活動用）市内出張旅費の支出について
1,560

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
164

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
328

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
14,460

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
164

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
3,657

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
410

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
16,686

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１０月分）にかかる支出について
1,416,560

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について
738

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
211,654

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
46,426

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,492

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
34,479

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
78,379

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,080

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座「知っ得！健康塾」講師料の支出について（平成27年9月28日分）
9,440

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座「知っ得！健康塾」講師料の支出について（平成27年10月5日分）
14,200

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費１０月支給分の支出について（その３）（その２追給含む）
74,800

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　重度障害者医療費療養費１０月支給分の支出について（その２）
395,310

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
574

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について（その２）
396,283

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について（その３）（その２追給含む）
74,405
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福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成27年９月分
13,008

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
51,025

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
1,062

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
82

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成27年９月分
174

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年10月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,132

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成27年9月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
18,033

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成27年9月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
9,886

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
14,832

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,934

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成27年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
760

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
720

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
1,260

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年９月分生活保護業務にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
18,900

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
10,550

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
2,766

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（６月分）
9,630

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
60,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
31,702

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,300

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
224,020

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
206,000

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,052

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,870

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
60,617

福島区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
18,762

此花区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　３階女子トイレ　スライドドア修繕にかかる経費の支出について
84,240

此花区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（８月分）
426

此花区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（８月分）
3,948

此花区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（８月分）
222

此花区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（９月分）
970,174

此花区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（９月分）
6,857

此花区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 此花区版選挙啓発用パンフレット作成経費の支出について
99,144

此花区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年9月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（9月分）
30,850

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）９月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
92,753

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,366

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用事務用品（２穴パンチ外16点）の購入経費の支出について
53,794

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理事務用）大判プリンター用消耗品の購入経費の支出について
31,968

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,787

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）ガス料金の支出について　平成２７年１０月分
141,727

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
800

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,296
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此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（平成27年9月分）の支出について
4,301

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課事務用）の支出について（平成27年9月分）
1,772

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
400

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第1回此花区区政会議健康福祉子育て部会に係る議事録作成経費の支出について
35,721

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第1回此花区区政会議まちづくり部会に係る議事録作成経費の支出について
35,721

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第1回此花区区政会議防犯防災部会にかかる議事録作成経費の支出について
35,721

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）此花区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
157,320

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）カラ―プリンター保守業務の委託にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
2,744

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（平成27年９月分）
4,131

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
402

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）に係る経費の支出について（平成27年9月分）
957

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入　長期契約にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・市長知事選用）の支出について（平成27年9月分）
222

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・市長知事選用）の支出について（平成27年9月分）
4,756

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
2,028

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 此花区役所・此花区民ホール　一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
210

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・市長知事選用）の支出について（平成27年9月分）
514

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,135

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務・啓発・市長知事選用）の支出について（平成27年9月分）
513

此花区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,135

此花区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度ＭＫＢプロジェクト事業消耗品購入経費にかかる支出について（キャンディボール）
28,080

此花区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度ＭＫＢプロジェクト事業消耗品購入経費にかかる支出について（玉入れ玉・カゴ））
27,500

此花区役所 市民協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度　此花区民ホール管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
7,030,514

此花区役所 市民協働課 平成27年10月07日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 此花区校庭等の芝生化事業にかかる補助金（施工）の支出について（１回目分）
3,438,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（9月12日川柳を楽しもう）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民の防災力強化事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（防災ストラップホイッスル・防災緊急用呼子笛）
258,120

此花区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度此花区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
2,149,300

此花区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成２７年度　国勢調査にかかる事務物品購入経費の支出について
34,560

此花区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（9月19日親子でクッキング！手打ちうどん）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる経費の支出について（平成27年9月号分）
371,717

此花区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度その他の情報発信事業にかかる分担金の支出について（阪急・阪神沿線観光あるき）
200,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度　大阪市此花区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託経費の支出について（後期概算払分）
7,551,970

此花区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査事務用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,080

此花区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 全地域での防災力向上への支援にかかる消耗品費の支出について（コピー予防用紙ほか）
82,752

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
5,060

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
2,332

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
751

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
800

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
800

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
1,144

此花区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～２９）
2,940

此花区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　けん玉指導者養成講座にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる消耗品（ＨＤＭＩケーブル）購入経費の支出について
7,506

此花区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
1,200

此花区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯事業に係る電話料金の支出について（平成27年9月分）
7,128

此花区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（10月3日　折り紙教室）
5,000
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此花区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　メール便利用料の支出について（平成27年9月分）
4,346

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（９月分）
211,000

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
492

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
1,508

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
164

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成27年9月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
4,920

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
3,044

此花区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」編集業務にかかる経費の支出について（平成27年10月号分）
273,326

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
31,690

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
3,222

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月１６日申請分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
26,999

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当用）ボールペンの替え芯、外８点の購入にかかる経費の支出について
12,506

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成27年8～9月申請分）
383,339

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の前渡資金の支出について（平成27年10月分）
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の前渡資金の支出について（平成27年10月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
24,315

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報担当用）カラーコピー用紙の購入について
7,149

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用　庁内情報プリンタトナーカートリッジ購入経費の支出について
8,100

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
164,696

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月２９日申請分）
528,190

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
134,250

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（９月分）
960

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（９月分）
1,080

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年９月申請分）
700,000

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
37,528

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
2,433

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
1,220

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
2,433

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
50,648

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
4,310

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返送にかかる料金受取人払分の郵便料金（９月分）の支出について
43,747

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
3,070

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
50,172

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
5,961

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分管理担当返信用）の支出について
43,120

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
316,278

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年９月申請分）
385,995

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年９月申請分）
2,640

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
52,916

此花区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
41,320

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費の支出について(平成27年10月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費の支出について（平成27年１０月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費の支出について(平成27年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について（平成27年9月4日分）
31,190
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此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
92,583

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
34,484

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
10,400

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
23,820

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
840

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
117,159

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師報償金の支出について（平成２７年９月７日分）
9,740

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
78,840

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について（平成27年9月9日分）
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
110,878

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
36,629

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
36,740

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
712

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
106,098

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
118,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
31,463

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
51,268

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
6,696

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
28,460

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
78,771

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
30,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　此花区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
138,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
64,504

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
60,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２７年９月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
112,974

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,676

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,513

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,842

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,153

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
386

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
55,134

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品費（補充カートリッジ外５点）の支出について
21,044

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度がん検診受診促進事業にかかる個別受診勧奨による業務委託料の支出について
288,468

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度健康づくり動向調査事業にかかる業務委託料の支出について
268,002

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
38,300

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
145,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
63,072

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
5,100

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
66,128

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
24,980

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業（壮年）にかかる印刷製本経費の支出について　　　　　　　　　　　（生活習慣病予防啓発リーフレット）
24,084



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（10月～12月分）
3,031,725

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 父子福祉資金貸付金の支出について（10月～12月分）
162,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師報償金の支出について（平成２７年９月２８日分）
9,020

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室事業にかかる報償金（９月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
174,156

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,017

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,641

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費11月分資金前渡金の支出について
13,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費11月分資金前渡金の支出について
6,500,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
790,277

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費11月分資金前渡金の支出について
200,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費11月分資金前渡金の支出について
300,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかる印刷製本経費の支出について　　　　　　　　　　　　　（「食事バランス」リーフレット）
35,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 就学前親子の交流イベント「みんなであそぼう」開催にかかるボランティア・市民活動行事保険料の支出について
6,600

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（平成27年10月分）
1,231,920

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２７年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
454,927

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
18,239

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２７年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
139,194

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
83,158

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による不動産鑑定費用の支出について
235,544

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
154,025

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
642,440

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
354,243

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
4,509

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
25,771

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
145,549

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
66,200

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
42,680

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
420

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出生証明書料の支出について
6,480

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
630,424

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２７年１０月６日支払帳票作成分）の支出について
115,721

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２７年１０月６日支払帳票作成分）の支出について
32,755

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 知的障がい者相談員報償金の支出について（４～９月分）
20,900

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 身体障がい者相談員報償金の支出について（４～９月分）
57,000

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,135

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,169

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,222

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度　社会保障生計調査用報償金の支出について（平成２７年９月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
38,180

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
132,660

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
88,639

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者お祝い事業用及び介護保険担当事務用消耗品費の支出について
27,097

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者お祝い事業用及び介護保険担当事務用消耗品費の支出について
18,779
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此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康促進事業「このはないきいき長生きプラン」にかかる後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
89,292

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
459,876

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,860

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
520

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
516

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
18,355

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
2,482

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,640

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
34,618

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
205,710

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
118,757

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
666

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
18,272

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,520

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
558

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,104

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
8,358

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
18,410

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
340

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
29,308

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
25,420

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
720

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,838

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
738

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について
12,710

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 平成27年８・９月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
240

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成27年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
8,474

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成２７年９月分）
7,490

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
84,967

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 百歳高齢者お祝い事業用及び介護保険担当事務用消耗品費の支出について
7,776

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会用及び地域包括運営協議会用食糧費の支出について（240名分）
16,096

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,396

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座にかかる消耗品購入経費の支出について
18,921

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 百歳高齢者お祝い事業用及び介護保険担当事務用消耗品費の支出について
12,463

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 介護認定審査会用及び地域包括運営協議会用食糧費の支出について（240名分）
1,788

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
400

此花区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

中央区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成27年4月号～平成28年3月号）経費の支出について（8月号）
684,294

中央区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
4,023

中央区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
360

中央区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
126
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中央区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査におけるゴム印の購入経費の支出について
1,728

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
42,125

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
1,512

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
10,200

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
17,280

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
5,330

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
8,280

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
2,376

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号３８～４６・１０６～１０７・２０９～２１０・３０６・４１３）
3,172

中央区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）の経費の支出について（10月号）
911,412

中央区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入業務の実施費の支出について（9月分）
13,402

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ボールペン替芯外１８点の購入経費の支出について
380,592

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
82,396

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
39,860

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具賃貸借業務の実施経費の支出について（第２四半期分）
32,400

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用受取人払８・９月分）の支出について
194

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用一般後納９月分）の支出について
420

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用一般後納９月分）の支出について
4,182

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
6,918

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
3,346

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
1,171

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
2,421

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用受取人払８・９月分）の支出について
684

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用一般後納９月分）の支出について
205

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用一般後納９月分）の支出について
205

中央区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金（選挙管理委員会用受取人払８・９月分）の支出について
684

中央区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
119,069

中央区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
10,678

中央区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市外）
3,737

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
1,937,136

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託経費の支出について（９月分）
27,000

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（９月分）
10,812

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（９月分）
477,898

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度中央区総合庁舎一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（９月分）
7,219

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（９月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入経費の支出について（９月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
142,991

中央区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
50,047

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借経費の支出について（11月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用毎日新聞及び日本経済新聞の購入経費の支出について（７月～９月分）
25,638

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年9月分）
1,558

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
2,531

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
115,137

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年9月分）
164

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,075

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年9月分）
222
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中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成27年9月分）
396

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,509

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出後納払（調査員説明会案内及び調査書類送付代金)】の支出について（９月分）
14,188

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査にかかる郵便料金（後納料金）【料金受取人払（調査員同行者登録用)】の支出について（９月分）
1,843

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
226

中央区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料９月分の支出について（市内等）
79

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（８月分）
15,428

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　一般１０月分の支出について
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金　マル退１０月分の支出について
3,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第２回支給決定分）
181,139

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第１回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第２回支給決定分）
15,547

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第１回支給決定分）
404,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　９月分２回目
223,924

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　９月分３回目
64,487

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第３回支給決定分）
172,204

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第２回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第２回支給決定分）
10,920

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（平成27年８月分）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　１０月分１回目
192,371

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１０月第１回支給決定分）
125,191

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１０月第１回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１０月第１回支給決定分）
263,890

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査事務用書籍の購入経費の支出について
14,056

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１０月第２回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（１０月第２回支給決定分）
40,860

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金(歳出一般)の支出について　１０月分２回目
63,644

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
14,968

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成27年9月分）
266

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
69,340

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（９月分・南局）
7,232

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険（管理）事務用市内出張交通費（２７年９月分）の支出について
3,340

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（９月分・東局）
415,507

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（徴収）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,112

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（９月分・南局）
212,160

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分・東局）
60,148

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
103,974

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
43,643

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１０月第３回支給決定分）
238,053

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１０月第３回支給決定分）
12,654

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
36,736

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（徴収）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,048

中央区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
7,040

中央区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区人権啓発推進事業に係る事務用品の購入経費の支出について
24,413

中央区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度「区民協働による魅力発掘＆発信ツールを活用した交流事業」にかかるわがまちガイドナビの作成経費の支出について
301,968

中央区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業・中央区フラワープロジェクト事業にかかるパンジー種他２６点の購入経費の支出について
85,125
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中央区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化ボランティア育成支援事業・中央区フラワープロジェクト事業にかかるパンジー種他２６点の購入経費の支出について
114,804

中央区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災関係事業における災害時避難所備蓄物資輸送業務にかかる経費の支出について
30,240

中央区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 戦後７０年記念事業　「桂　春蝶講演会」に係るチラシ・ポスター作成経費の支出について
42,984

中央区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練等にかかるホワイトボードマーカー外１１点の購入経費の支出について
129,567

中央区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
315,900

中央区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（第1回目：第1四半期～第3四半期分）
38,592,030

中央区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」パンフレット等作成経費の支出について
155,952

中央区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度中央区校庭等の芝生化事業に係る補助金（維持管理）の交付について
20,000

中央区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料（9月分）の支出について
907,830

中央区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度 放置自転車規制警備業務委託料（９月分）の支出について
830,520

中央区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（９月分）
235,960

中央区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 外国籍児童生徒サポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（９月分）
117,200

中央区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる事務用品の購入経費の支出について
165,715

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
4,396

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,804

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
410

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域安全防犯関係事業にかかる自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の購入経費の支出について
183,600

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,230

中央区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度学校選択制希望調査票に係る料金後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分・東郵便局）
42,292

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
7,658

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
550

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
300

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
200

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成27年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成27年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
150

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座一時保育経費の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
64,620

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
72,868

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（校外活動費）の支出について
85,404

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
22,846

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
38,460
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中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
20,310

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
64,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
66,450

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
60,154

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域福祉見守り活動事業の支出について（平成２７年８月分）
1,285,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
4,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
2,160

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
8,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人葬儀費用にかかる委託経費の支出について
161,429

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（８月分）の支出について
2,611

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（８月分）の支出について
1,305

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座一時保育経費の支出について
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,284

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
84,727

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
8,840

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康展にかかる周知用ポスターの作成にかかる経費の支出について
43,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
83,179

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
56,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　中央区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
282,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
30,277

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
1,556

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
7,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
7,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
32,256

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
69,080

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
22,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
64,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
35,253

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
5,415

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
5,336

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
92,164

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
5,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
214,416

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,220

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
215,380

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業及び生活技能訓練事業の実施並びに講師謝礼の支出について（９月分）
28,020

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４１２号）
11,808

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
34,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検診料・文書料）の支出について
19,320

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「要保護児童対策地域協議会の運営」に係る講師謝礼の支出について
10,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
62,208

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
2,300
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中央区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
2,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
81,005

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
72,684

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
16,826

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
65,735

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会移送費）の支出について
740

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
5,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
4,104

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
17,520

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
100,885

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
380,720

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる聴覚障がい者に対する手話通訳派遣経費の支出について（平成27年9月25日開催分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
17,200,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
9,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
11,160

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
62,880

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（10月から12月）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用文房具等の購入経費の支出について
141,843

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用文房具等の購入経費の支出について
77,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
84,240

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
91,791

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費等）の支出について
44,170

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代・装具代）の支出について
174,082

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
29,100

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分）決議番号23～28
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,283

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,600

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分）決議番号23～28
3,280

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分）決議番号23～28
255

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成２７年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分）決議番号23～28
16,996

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
26,460

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
24,520

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
78,822

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
46,401

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
73,359

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
32,940

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
29,790

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成27年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（１０月分）
904,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について（9月11日分）
9,090

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見にかかる大阪市長審判請求の診断書料の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,100
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中央区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検診料）の支出について
4,630

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,040

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育てワ―クショップ講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,546

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,558

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,686

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
940

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
31,027

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
4,746

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,558

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（１０月支払分）
356,050

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（１０月支払分）
320,355

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
6,066

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
328

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
826

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,814

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一負助成費）の支出について（１０月支払分）
214,447

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
646

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
31,550

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
24,128

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金（９月分）の支出について
165,335

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
36,896

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,799

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
108,965

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
43,200

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
9,000

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代・めがね代）の支出について
131,367

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
23,250

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
1,148

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
164

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師謝礼の支出について（9月14日分）
6,930

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
328

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
1,748

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
574

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,710

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
1,192

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局受取人払分）
1,562

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
24,166

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
820

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
21,084

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
30,400

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１０月支払分）
550,899

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
4,192

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,946

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
870

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（１０月支払分）
16,882

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
15,962
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中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,372

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
4,678

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
52,323

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金（９月分）の支出について
17,063

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（９月分）の支出について
2,339

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,188

中央区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,460

西区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区役所庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
7,922

西区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成27年9月分）
1,545,767

西区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西区役所補助高架水槽排水管修繕の経費支出について
72,360

西区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成27年10月号）
280,800

西区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業及び区政会議用大判プリンタインクタンク外２点の購入経費の支出について
61,385

西区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業及び区政会議用大判プリンタインクタンク外２点の購入経費の支出について
1,898

西区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,482

西区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
884

西区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第２回西区区政会議委員報償金の支出について
18,413

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成27年10月号）
331,496

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区役所庁舎一般廃棄物運搬・処理業務(概算)にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
6,106

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務（概算）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
9,958

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成27年9月分）
12,204

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
4,428

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
134,475

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴サービス提供業務の経費の支出について（平成27年9月分）
1,620

西区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
2,028

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（組戻分）
320

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度総務課事務用大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成27年7月～9月分）
6,150

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度総務課事務資料用産経新聞の購読にかかる経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度総務課事務資料用朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度総務課事務資料用読売新聞の購読にかかる経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成27年10月号）
350,269

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区役所自動扉開閉装置一式保守業務委託の経費の支出について（平成27年度上半期分）
114,048

西区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（平成27年7～9月分）
27,216

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成27年9月分）
178,783

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度総務課事務資料用毎日新聞および日本経済新聞の購読にかかる支出について(平成27年7月～9月分）
25,638

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
2,706

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,524

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,640

西区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
82

西区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
1,092

西区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（１１月分）
180,000

西区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成27年9月分）
417,262

西区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成27年10月号）
71,928

西区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,815

西区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙にかかる投票所用養生用テープ他20点の購入経費の支出について
78,624

西区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙にかかる投票所用養生用テープ他20点の購入経費の支出について
78,624

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１０月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （１０月分）国民健康保険料の還付支払資金の支出について
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
64,554
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西区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
166,098

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
214,209

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内等出張旅費の支出について（８月分）
684

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
299,617

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
50,000

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
261,903

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支給について
51,995

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
3,533,511

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（９月分）の支出について
15,944

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書発送用）の支出について
6,664

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書発送用）の支出について
488,963

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書収受用）の支出について
35,449

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
162,013

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支給について
358,917

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費の支給について
5,508

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
93,189

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
1,930

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成27年9月分）の支出について
59,849

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
10,120

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
26,732

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
99,315

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（収受用）の支出について
25,832

西区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）９月分郵送料（発送用）の支出について
35,056

西区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「西区民交通安全大会」啓発物品の経費の支出について
28,080

西区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西区民センター会議室用机の買入経費の支出について
321,840

西区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

西区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用落書き消去活動消去溶剤の買入経費の支出について
93,960

西区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（９月分）
6,052

西区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
400

西区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第2四半期）
1,918,208

西区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度啓発指導員による駐輪対策事業にかかる業務委託の支出について（平成２７年９月分）
52,492

西区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市西区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第2四半期）
4,340,520

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代（８月分）
1,980

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
26,968

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
108,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
7,790

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
1,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
130,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年７・８月分教育扶助費の支出について
56,588

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
18,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
5,580

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
82,946

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
3,920

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,480

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
224,920

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成27年10月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成27年10月分）
60,000



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,686

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,544

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,230

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,894

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修の支出について
200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,300

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
26,320

西区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
3,910

西区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる市内等交通費（７月分）の支出について
978

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
83,566

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
73,012

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
101,520

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
10,800

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車・バス）の支出について
5,060

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
35,680

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
1,830

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 ２０１５年度社会福祉士実習指導者講習会受講費の支出について
15,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス受給者の個別検討会議にかかる管外出張経費の支出について
920

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
18,760

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年９月決定分）
362,066

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
192,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（すこやかリーダー講座）にかかる講師謝礼金の支出について
37,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 マンションコミュニティーづくりにおける子育て支援事業子育てサークル「にっしーひろば」会場使用料の支出について
900

西区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
39,155

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ２０１５年度社会福祉士実習指導者講習会受講にかかるテキスト購入代の支出について
4,752

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ２０１５年度社会福祉士実習指導者講習会受講にかかるテキスト購入代の支出について
390

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,853

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
125,131

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,356

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,477

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,310

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
140,400

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
41,610

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
101,052

西区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
215,380

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,440

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
390

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,280

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,708

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,300

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,819

西区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,184

西区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,160
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西区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,134

西区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
463,953

西区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
440

西区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度西区役所スクールソシャルワーカーにかかる報償金の支出について(9月分）
254,800

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度西区子育て支援拠点事業「西区子育てつどいのひろば」の委託料の支出について（9月分
391,400

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,281

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
159,672

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
77,384

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,259

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月２５日実施分）
74,670

西区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年10月分）
1,727,640

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
183,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
25,295

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
147,396

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
26,740

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
22,200

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
22,600

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
234,820

西区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
214,416

西区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
169,217

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
717

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
69,206

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業支給金の支出について
220,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
9,800,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
6,200,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具の支出について
3,154

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
3,450

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
2,900

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
4,470

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
4,620

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
14,840

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
19,154

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
6,800

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
81,938

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（7月14日実施分）
9,160

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（9月8日実施分）
9,160

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
7,992

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
15,552

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こどもすこやか医療助成費の支給について（平成２７年１０月決定分）
274,905

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について
140,000

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
13,048

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
13,483

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
8,275

西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（９月分）
3,656
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西区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用製本テープ外２９点の購入経費の支出について
622

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用白衣等洗濯代（９月分）の支出について
2,640

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策にかかる市内等交通費（８月分）の支出について
880

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（９月分）の支出について
12,059

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
39,386

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
8,090

西区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
996

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
9,590

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,354

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
738

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,158

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,908

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
902

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
8,098

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
410

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,214

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,823

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
410

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,336

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
796

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,794

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
75,600

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
166,240

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
54,248

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
8,750

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
168,625

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
16,200

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
24,520

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（電車）の支出について
560

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
19,600

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助（院内／一般）の支出について
29,790

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,528

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
11,062

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
15,320

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
56,914

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,486

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,920

西区役所 保健福祉課 平成27年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,872

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 西区保健福祉センター公用車１年点検の経費の支出について
40,920

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
890

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費事業の支出について（代理受領方式）
112,159

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
530

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
410

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
13,210

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
1,968

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
3,375

西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
21,422
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西区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月）
1,558

西区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２７年１０月決定分）
436,157

西区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支出について（平成２７年１０月決定分）
28,659

西区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
497,480

西区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（修学資金）第３四半期の支出について
162,000

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「えほんｐｉｃｎｉｃ」行事保険料（賠償責任保険）の支出について
1,730

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（７月分）
68,000

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（６月分）
88,000

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小中学校特別支援学級等応援事業にかかる報償金の支払いについて（８月分）
3,000

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「えほんpicnic」事業周知チラシ・ポスター・冊子の校正等編集並びに印刷経費の支出について
124,200

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「えほんpicnic」の実施にかかるカラーリボンほか16点の購入経費の支出について
66,457

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「まちの活力創造プロジェクト認定事業」周知チラシ・ポスターの校正等編集並びに印刷経費の支出について
69,433

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
10,510

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
164

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「えほんpicnic」会場設営費の支出について
91,800

西区役所 まち魅力創造課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 えほんpicnicにかかる靱会館使用料の支出について
32,000

港区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用庁内情報プリンタートナーの購入経費の支出について
99,468

港区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年9月分）
554,529

港区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年9月分）
67,834

港区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成27年9月分）
36,222

港区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品の購入経費の支出について
243,804

港区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　特別旅費 第６６回選挙事務講習会（高野山研修）の参加に伴う出張旅費の支出について
9,100

港区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 第６６回選挙事務講習会（高野山研修）の参加に伴う参加費等の支出について
1,000

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【地活協・9月分】
43,890

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成27年9月号）
413,000

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【地活協・9月分】
53,940

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）【地活協・9月分】
32,180

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【コミ協・9月分】
3,210

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）【地活協・9月分】
61,060

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）【コミ協・9月分】
2,310

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）【コミ協・9月分】
2,830

港区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）【コミ協・9月分】
1,690

港区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年9月分）
1,386,550

港区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年9月分）
169,613

港区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成27年9月分）
90,570

港区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式長期借入料金の支出について（９月分）
11,831

港区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器賃借料の支出について（９月分）
3,932

港区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式にかかる長期借入料金の支出について（９月分）
159,865

港区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成27年10月号)概算印刷にかかる経費の支出について
419,931

港区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）【10月号】
47,541

港区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務委託にかかる支出について【9月分】
315,360

港区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）【10月分】
68,575

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,684

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年9月分）
249,111

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
73,659

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事務用庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
344,219

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン賃借料の支出について（長期借入）９月分
5,669
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港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直員用寝具借入料金の支出について（９月分）
9,720

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料の支出について（長期借入）９月分
3,240

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年9月分）
30,473

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
42,107

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 庁舎管理用自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
9,010

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 港区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成27年9月分）
16,272

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 庁舎管理用自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
4,811

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 庁舎管理事務用庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
22,484

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,845

港区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,845

港区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年9月分）
233,277

港区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成27年10月号）
413,000

港区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年9月分）
31,319

港区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 港区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成27年9月分）
16,723

港区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,688

港区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成27年9月分）
191,050

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報用　平成２７年度港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（９月分）
42,300

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（9月分）
5,325

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年9月分）
8,420

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）【10月分】
42,840

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 港区役所１階照明改修（ＬＥＤ化）業務にかかる経費の支出について
565,920

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年9月分）
1,030

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（9月分）
651

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（9月分）
347

港区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（平成27年9月分）
550

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 市民対応研修用　研修講師にかかる報償金の支出について
235,840

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当区役所事業用　市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
45,260

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末の修繕経費の支出について
52,574

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
328

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,072

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
9,436

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月）
410

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年９月分）
1,126

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年９月分）
5,166

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年９月分）
1,845

港区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便代金の支出について（平成２７年９月分）
1,845

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
219,820

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）事業にかかる報償金の支出について（平成２７年４～７月分）
38,300

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 天保山まつり実施にかかる分担金の支出について
1,000,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 防災用デジタル無線機にかかる電波利用料の支出について
10,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）事業にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
10,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業にかかるノーカーボン紙の購入経費の支出について
116,640

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査関係事務にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
1,980

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「みなトクモン料理コンテスト」にかかる審査員への報償金の支出について
17,580

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（平成２７年９月分）の支出について
18,790

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金（平成２７年９月分）の支出について
918

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（平成２７年９月分）の支出について
3,000
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託の実施経費の支出について（９月分）
57,107

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
7,128

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 附設会館設置AED(自動体外式除細動器)　賃借料の支出について(長期借入)９月分
12,096

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域の強みを活かした教育力向上事業(サイエンスカフェ等)にかかる消耗品の購入における経費支出について
15,304

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　港区別室登校等サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
132,060

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　港区スクールソーシャルワーカー巡回・派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
324,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）事業にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
9,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）事業にかかる報償金の支出について（平成２７年４～７月分）
5,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　港区発達障がいサポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
295,490

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
1,754

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
6,864

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
297

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所附設会館（港近隣センター）管理運営業務経費の支出について(下半期分)
7,764,132

港区役所 協働まちづくり支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所附設会館（港区民センター）管理運営業務経費の支出について(下半期分)
16,088,572

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１０月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
750,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
3,041,750

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市港区役所平成28年度版学校案内印刷用データ作成委託経費の支出について
280,800

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年９月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
488,082

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
1,625,317

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
19,265

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 港区学校案内平成28年度版の印刷経費の支出について
257,040

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,380

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成27年度8月分）
2,499,849

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年７月審査分国民健康保険にかかる葬祭費口座不能分の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
420,000

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
53,707

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,530

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
59,946

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
6,360

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
69,844

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
6,240

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
270,398

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
38,088

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
40,820

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
80,396

港区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
82,073

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１７件）
176,567

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（みなし２号）の支出について（福祉用具１件）
26,460

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
11,990

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
150,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２７年１０月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年１０月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１２件）
100,780
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港区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（６件）
336,132

港区役所 保健福祉課 平成27年10月02日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２７年度母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（母子貸付金）
418,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間にかかる記念品の購入経費の支出について
68,688

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（アルカリ乾電池外１４点）の購入経費の支出について
19,096

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,777

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
269,924

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 指定難病事務用消耗品（ボールペン外７点）の購入経費の支出について
11,023

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事務用消耗品（カラ―用紙外８点）の購入経費の支出について
26,958

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当事務用消耗品（液状のり外１２点）の購入経費の支出について
12,789

港区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 児童扶養手当事務用消耗品（ＰＲＯテープカートリッジ外１０点）の購入経費の支出について
17,415

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業にかかる港区健康フェスタ２０１５の周知用ポスターならびにみなりん運動手帳の印刷経費の支出について
97,524

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
137,160

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１０件）
149,546

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
55,680

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具３件　住宅改修２件）
20,962

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（４件）
14,700

港区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
48,907

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング」（９月１５日実施）に係る報償費の支出について
25,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
76,788

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
152,880

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,981

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（８件）
387,722

港区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
647,336

港区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費の支出について
485,460

港区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる住宅維持費の支出について（１件）
16,200

港区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１０件）
174,069

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用　公用車のラジエーターホース取り替え業務にかかる経費支出について
18,662

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車　法定１２か月点検にかかる経費支出について
34,074

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,982

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,139

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
12,600

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
15,420

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
97,200

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
24,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
74,520

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
80,400

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
15,120

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
12,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１３件）
40,470

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（２件）
89,280

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（３件）
661,410

港区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
288,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区健康フェスタ２０１５にかかる養生テープ外２点の購入経費の支出について
51,343

港区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
28,000
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港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２７年度　ペアレントメンター事業「ピア・カウンセリング講演会」（１０月２１日実施分）に係るボランティア・市民活動行事保険料の支出について
600

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,048

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
77,342

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
177,636

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
413,743

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる生活移送費の支出について（２件）
10,320

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（７件）
48,366

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
5,595

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
9,150

港区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１４件）
60,590

港区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業（健港プロジェクトXアドバンスコース９月２５日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,470

港区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について
23,842

港区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
28,864

港区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（３件）
207,400

港区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（２件）
89,424

港区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
440,336

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
14,305

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
336

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（５件）
370,414

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成27年10月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
738

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
209

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
902

港区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
5,822

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,946

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,550

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
163,383

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
208,474

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
17,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
19,840

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
500

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１１月分）
22,500,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１４件）
134,339

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１９件）
250,687

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
43,200

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１１月分）
12,000,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１１月分）
200,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１１月分）
700,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療扶助費（中絶費用）の支出について（２件）
96,290

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（９件）
39,160

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について（１３件）
267,414

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２７年１１月分）
400,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成27年9月分）
316,950

港区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第2回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
2,460

港区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（６件）
335,242

港区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
540

港区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康アップ事業運動サポーター地域講座（１０月７日実施分）にかかる講師報償金の支出について
7,300
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港区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
425,256

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業にかかる港区健康月間の周知用丸うちわの印刷経費の支出について
99,360

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
135,874

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
114,640

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
236,368

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
14,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
20,125

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,879

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件　住宅改修１件）
7,820

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
24,580

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
10,060

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
3,803,997

港区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
162,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区事務所運営費にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,040

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,280

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民健康アップ事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
290

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
820

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度知的障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支出について
22,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度身体障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支出について
45,600

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,600

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
1,578

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
12,374

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２７年１０月１３日審査決定分）
536,644

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（１０月支払分）
1,709

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（１０月支払分）
1,011

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
1,530

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２７年１０月１３日審査決定分）
99,335

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
840

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
656

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
2,060

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
1,920

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
5,240

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当料金後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
429,697

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
68,700

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（３件）
342,800

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
78,390

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる訪問看護料の支出について（１件）
4,000

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
441,460

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
174

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
246

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
140

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
8,668

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
738

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
338
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港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
4,510

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
246

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
14,168

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
1,732

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
410

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
23,288

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
39,968

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２７年１０月１３日審査決定分）
98,836

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
12,853

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２７年１０月１３日審査決定分）
158,762

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
10,420

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２７年１０月分給間食費の支出について
1,393,140

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等業務にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
240

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
23,919

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
59,950

港区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２７年９月分）
3,011

大正区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所　電気工作物修繕業務にかかる経費の支出について
21,600

大正区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所　電気工作物修繕業務にかかる経費の支出について
194,400

大正区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月請求分）
128,543

大正区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月請求分）
1,009,382

大正区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用消耗品の購入にかかる経費の支出について
16,848

大正区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費用消耗品の購入について（トナー　外１点）
25,380

大正区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費用備品の購入にかかる経費の支出について（液晶テレビ　外３点）
648

大正区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ごみ収集袋　外32点）
262,294

大正区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」全戸配布業務委託にかかる経費の支出について（９月号）
385,464

大正区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理経費用備品の購入にかかる経費の支出について（液晶テレビ　外３点）
322,056

大正区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
34,093

大正区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
278,116

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費用消耗品の購入にかかる経費の支出について（分別ボックス　外８点）
185,782

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,950

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,210

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所４階レイアウト変更に伴う電話の移設作業にかかる経費の支出について
99,144

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所宿直室網戸取付作業にかかる経費の支出について
41,040

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
902

大正区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
902

大正区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（８月分）
14,926

大正区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（８月分）
480

大正区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（９月使用分）
3,036

大正区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
3,530

大正区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
24,789

大正区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,722

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（平成２７年１１月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
150,463

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
594

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
1,026

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
71,680

大正区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大正区広報紙「こんにちは大正」企画編集業務委託の経費の支出について（１０月号）
285,120
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大正区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理経費用消耗品の購入にかかる経費の支出について
4,028

大正区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査用消耗品の購入にかかる経費の支出について
18,826

大正区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,116

大正区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
3,116

大正区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 大正区役所足拭き玄関マット賃貸借契約にかかる経費の支出について（９月分）
1,512

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（９月分）
99,199

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」印刷にかかる経費の支出について（１０月号）
425,746

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(9月分)
1,281

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（９月分）
5,621

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（９月分）
9,046

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所４階レイアウト変更に伴うひかり電話・回線の移設作業にかかる経費の支出について
20,088

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直用寝具賃貸借にかかる経費の支出について（７月～９月分）
28,512

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（９月分）
4,790

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
26,029

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(9月分)
232

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
410

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発事業用ボールペンの購入経費の支出について
54,000

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,084

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校選択制にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
34,920

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
543

大正区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
543

大正区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（８月分）の支出について
4,180

大正区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西幼稚園ＰＴＡ）
8,600

大正区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（９月依頼分）
44,938

大正区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（７・８月分）
30,100

大正区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

大正区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

大正区役所 市民協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業・安全防犯対策用レインスーツ外２点の購入にかかる経費の支出について
103,334

大正区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１５予選第２回開催に係るPA（音響）及び審査員報酬の支出について
51,600

大正区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（上半期分）
4,800

大正区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大正区コミュニティ育成事業（地域版）業務委託にかかる経費の支出について（１０月支払分）
3,332,650

大正区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
3,608

大正区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
82

大正区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,558

大正区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
1,804

大正区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（種から育てる花づくり事業外４事業）
140

大正区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（９月分）
9,934

大正区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月）
420

大正区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
82

大正区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
243,950

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（１０月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
476,039

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年８月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)ボイスコール用ロールペーパーの購入にかかる経費支出について
9,396

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)ボイスコール用ロールペーパーの購入にかかる経費支出について
6,264

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)ボイスコール用ロールペーパーの購入にかかる経費支出について
3,132

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）における住民登録事務用消耗品の購入について
17,654

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）における住民登録事務用消耗品の購入について
167,616

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成27年8月分)
2,851

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成27年8月分)
3,802

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について(平成27年8月分)
2,280

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成27年6月分)
960

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成27年6月分)
1,800

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成27年6月分)
1,500

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成27年6月分)
1,200

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年８月分）
2,157,648

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区窓口サービス課（住民情報）証明発行等業務委託料の支出について（平成２７年８月分）
182,144

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
177,586

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）における一般事務用書籍の購入について
1,944

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
473,995

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
548,774

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（９月分）
63,595

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
9,401

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
54,511

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
10,255

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
19,756

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
280,637

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
117,322

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
200,000

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
42,144

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
55,790

大正区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について(平成27年9月分)
47,382

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-77
29,092

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-100
31,804

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-61
28,610

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-54
46,426

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-105
9,432

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-87
7,650

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-69
25,530

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-89
10,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-226他17件
295,636

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-74
295,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
20,100

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
139,276

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
5,241

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：校外活動費）の支出について
98,332

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
43,702

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
65,180
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大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,440

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
243,436

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（８月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-280他9件
140,570

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-815他12件
257,750

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-958他13件
255,866

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（８月分）
840

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（８月分）
2,070

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
41,295

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
190,512

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
12,135

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-93
14,797

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-86
530,365

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-88
21,169

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
7,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
6,435

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
1,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
2,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー代の支出について（８月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
7,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-84他4件
119,579

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
94,473

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：教材代、給食費、校外活動費）の支出について
18,674

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
32,621

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
242,740

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-622他40件
759,926

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,506

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
30,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
2,460

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
33,972

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,940

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,220

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
186,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
47,178

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,210

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,790

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
100

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　６月分～９月分　児童手当支出について（平成２７年１０月支払分）
40,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-59
14,085

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33-12
25,739

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-74
48,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-90
8,855

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-82
182,509

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-103
41,783
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大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-78
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
115,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム用プリンタートナー購入経費の支出について
16,544

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
114,610

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
10,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
40,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
500,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
34,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について　その２
20,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 障がい者福祉施策関係業務にかかる手引追録の購入経費の支出について
6,484

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,888

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
7,260

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,931

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
103,573

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
72,664

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
432

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
5,534

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-1101他5件
121,460

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第６号）代理受領方式　券番号41-06
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9/25支出分)
10,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
27,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
34,350

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,318

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：給食費）の支出について
40,474

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
19,263

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
13,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
13,320

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,130

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,686

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,289

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子・父子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成27年10月分～12月分）
1,196,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,820

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,265

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
59,957

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
202,212

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（中学校：給食費）の支出について
198,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
31,702

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
257,240

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（１０月分）
1,311,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（不動産鑑定評価費用等）の支出について
89,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,526

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：給食費、教材代）の支出について
291,025

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
13,030
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大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,670

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育事務にかかる消耗品購入経費の支出について
20,429

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-298他53件
882,592

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
82,187

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
19,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,140

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）における出張交通費の支出について（８月分）
4,968

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（９月分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
17,180

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
10,250

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
39,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
26,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
14,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
350,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：給食費、教材代）の支出について
77,834

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（中学校：給食費）の支出について
221,293

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
800,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（９月分）
197,374

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
21,830

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
118,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
4,500

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,140

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
25,649

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,972

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
2,120

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
180

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
108,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
39,960

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校分：給食費、教材代）の支出について
103,589

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（中学校：給食費、校外活動費）の支出について
12,421

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
20,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
20,800

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
51,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
1,280

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
7,400

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
743

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
2,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
867

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
8,173

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,270

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２８日支払分）
583,349

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-98
46,426

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-121
16,139

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-97
46,426

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-106
8,949
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大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-111
280,937

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-119
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-13
41,406

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-101
37,670

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-124
15,720

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-44
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-104
158,710

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-108
79,962

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-113
33,907

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-118
6,550

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第８号）代理受領方式　券番号41-08
300,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
81,672

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
122,040

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２８日支払分）
455,300

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２８日支払分）
27,521

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかる消耗品購入経費の支出について
3,488

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,860

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
7,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
2,600

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
27,892

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,526

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,264

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,148

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,968

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
210

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,916

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,387

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
6,208

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（小学校：給食費）の支出について
28,861

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
56,905

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,510

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
10,090

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,640

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
10,550

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
27,754

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
7,336

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,230

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,428

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,967

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,536

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
26,298

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
20,078

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,474

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
9,768

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,160
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大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
492

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
922

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
728

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
468

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
338

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
50,162

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
540

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納料金の支出について（９月分）
200,352

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護利用料）の支出について
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
22,846

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
480

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,200

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
820

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成27年9月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
6,234

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかる印刷経費の支出について
77,760

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
17,621

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,148

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
20

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
4,522

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年9月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
316,950

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
13,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座用消耗品購入経費の支出について
6,480

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防広報啓発事業にかかる印刷経費の支出について
34,560

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
328

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（７月分）
7,300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成２７年国勢調査業務用ルーパーファイル外１点の購入経費の支出について
47,628

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用トナーカートリッジ１５本の購入にかかる経費の支出について
57,834

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（８月分）
33,477

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（８月分）
5,508

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
435,240

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 天王寺区役所庁舎２階キッズルーム　ドア取付工事の実施にかかる同経費の支出について
88,560

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（朝日新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（毎日新聞・日経新聞　４～９月）
51,276

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（読売新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（産経新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（大阪日日新聞　４～９月）
12,300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
670

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
20,244
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天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
3,780

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成２７年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
328,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
2,300

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所１階正面玄関 自動扉戸先ゴム取替工事の実施にかかる経費の支出について
14,580

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成27年9月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　蛍光灯（ＦＬＲ４０ＳＷＭ３６）ほか７点の購入にかかる経費の支出について
138,127

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 天王寺区役所吸収式冷温水機修繕工事の実施にかかる経費の支出について
615,600

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度 天王寺区役所・保健福祉センター分館自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～９月分）
128,304

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（９月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所・天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（９月分）
386,280

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,056

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務にかかる経費の支出について（８・９月分）
17,280

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
532,440

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年9月分）
2,455

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度天王寺区民モニター（区政評価員）アンケート調査にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年9月分）
21,544

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務に係る経費の支出について（９月分）
17,280

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成２７年度天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務契約にかかる経費の支出について（９月分）
6,328

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（９月分）
4,101

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所地下駐車場発券機等点検保守の実施にかかる経費の支出について
64,800

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,270

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度天王寺区広報紙配付業務委託における所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
62,049

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,076

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,002

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
401

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
401

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
19,160

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
186,854

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区役所企画総務課広聴広報事務用具の購入経費の支出について
86,346

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
26,813

天王寺区役所 企画総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
28,151

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業用　赤玉土外9点の買入経費の支出について
42,001

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　大阪市天王寺区「レジェンド・イン・ハイスクール事業」講師謝礼金の支出について（９/12開催分）
43,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 桃陽健康広場　芝生化にかかる水道料金の支出について（平成27年９月分）
7,160

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度天王寺区民センター施設管理業務代行料の支出について（第３四半期分）
6,075,612

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター機械警備業務委託料の支出について（9月分）
4,212

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立天王寺区民センター庁舎清掃業務にかかる経費の支出について（9月分）
85,500

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区内公立中学校野球部を対象としたレジェンド・イン・ハイスクール事業講師謝礼金の支出について
50,600

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
242

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
205

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
11,204

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
3,758

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
280

天王寺区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成27年９月分）
36,846

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
55,000
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 就学事務にかかる法律相談経費の支出について
5,400

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
73,589

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
6,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
2,120

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
13,646

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
6,803

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
6,803

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（８月分）
2,791,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（８月分）
341,930

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
7,279

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年９月分国民健康保険療養費等の支出について
727,995

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険療養費の支出について
44,695

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
475,065

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
59,819

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）にかかる後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
51,316

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
5,041

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
127,535

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年9月分）
27,502

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
384,753

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
50,062

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成27年9月分）
23,126

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
36,460

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険療養費の口座不能にかかる再支出について
8,050

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
76,756

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
7,832

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
1,770

天王寺区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
7,832

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／３請求分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
40,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
39,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
9,676

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７月分）
2,028

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
18,965

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代の支出について（８月分）
11,570

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費・校外活動費（６，７月分）の支出について
76,947

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　校外活動費の支出について（５月分）
11,328

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（８月分）
1,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　検査料ほかの支出について（８，９月分）
110,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（６，７，８月分）
3,420

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（８月分）の支出について
1,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業におけるワークショップにかかるボランティア謝礼の支出について
36,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／４請求分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：電車）の支出について（８月分）
740
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１０請求分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／７請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／９請求分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　大阪市若者自立支援事業に参加するための交通費の支出について（７，８月分）
1,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
42,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
2,016

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（８月分）
14,696

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦健診・検査料の支出について（８月分）
5,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（７月分）
8,842

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
3,024

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　紙おむつ代の支出について（９月分）
10,233

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８，９月分）
12,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
2,535

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　長期入院患者診療報酬の支出について（８月分）
44,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について（９月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　移送費（通院：タクシー）の支出について（８月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡）の支出について（９月分）
18,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（７，９月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（８月分）
22,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１４請求分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１１請求分）
17,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査事務にかかる調査世帯手当（８月分）の支出について
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区子育て情報博覧会事業におけるワークショップにかかる講師謝礼の支出について
54,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
2,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
13,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
5,784

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
8,445

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　福祉用具（入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす）の支出について（９月分）
5,776

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　福祉用具購入費（入浴用いす）の支出について（９月分）
2,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（７，８月分）
3,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（８月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について（９月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：介護タクシー）の支出について（８月分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
8,361

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(９月請求分)
55,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
353,926

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
92,284

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
98,203

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費（区執行分）にかかる支出について
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
14,845

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種健診事業用　自転車の購入にかかる経費の支出について
11,940

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット回線使用料の支出について（７・８月分）
2,484

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,332
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,313

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
26,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
5,408

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
52,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
22,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
116,984

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
25,942

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
88,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度生活保護事務における全国生活保護査察指導員研修会にかかる同経費の支出について
37,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種健診事業用　自転車の購入にかかる経費の支出について
18,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２７年９月分）
260,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　天王寺区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
132,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月９月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１７請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２７年９月分）
24,890

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成27年10月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月９月分）
857

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成27年10月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師料の支払について（９月分）
18,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２７年８月９月分）
3,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 みんなの健康展啓発物品の購入にかかる経費の支出について
18,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／２５請求分）
4,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１８請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（右短下肢装具）の支出について（９月分）
45,221

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,116,698

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／２９請求分）
6,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費（８月分）の再支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
81,397

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,368

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,635

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,596

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
21,210

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
309,018

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
112,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
13,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（９月分）
78,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
47,099

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
5,070

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
24,894
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（９月分）
265,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（９月分）
167,184

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業にかかる母子福祉貸付金の支出について
309,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／３０請求分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
3,257

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　福祉用具（入浴用いす・浴槽用いす）の支出について
3,830

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料の支出について（９月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（７，８月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,428

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
6,280

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
15,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
31,229

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（８，９月分）
33,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５，８月分）
6,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・意見書料の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（７月分）
1,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費（区執行分）にかかる支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
584

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用トナーカートリッジ外１３点の買入にかかる経費の支出について
11,603

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用トナーカートリッジ外１３点の買入にかかる経費の支出について
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,162

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年９月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
169,789

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
7,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
9,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
10,500,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　移送費（引越）の支出について（９月分）
194,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
1,058

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（７，８月分）
7,646

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
6,600,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
32,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
5,654

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（８，９月分）
1,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（８月分）
8,060

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
82
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
12,895

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,804

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
730

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
788

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用トナーカートリッジ外１３点の買入にかかる経費の支出について
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用トナーカートリッジ外１３点の買入にかかる経費の支出について
17,021

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用トナーカートリッジ外１３点の買入にかかる経費の支出について
33,728

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
820

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
15,442

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（８月分）の支出について
1,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,476

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１０／１請求分）
17,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
650

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
720

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・９月分）
160,111

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（９月分）
4,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・９月分）
35,868

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２７年９月分）
2,910

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２７年９月分）
7,606

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２７．９月分）
1,080

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
17,134

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
2,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
6,424

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
11,794

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
560

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
532

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１０／７請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１０／８請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成27年10月）の支出について
1,384,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２７年８月分）
43,914

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
12,610

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
82

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
256

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費の支出について（９月分）
13,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
640

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
840

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
1,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
270
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天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
8,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
7,638

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
19,262

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
2,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
840

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
7,024

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業講師料の支出について（９月分）
18,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（７月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業講師料の支出について（９月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
24,144

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２７年９月分）
776

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
42,094

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
1,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（平成２７年９月分）の支出について
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金９月分の口座振替不能による再支出
30,478

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２７年６、７月分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者権利擁護業務用成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見活動報酬に対する助成金の支出について
50,000

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全啓発事業用啓発ティッシュの購入経費の支出について
47,455

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる経費の支出について（８月分）
105,753

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全パトロール事業用半袖ポロシャツ購入にかかる支出について
25,704

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）の法定点検の実施にかかる支出について
10,800

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区家具転倒防止器具取付事業　家具転倒防止器具（５月～７月分）にかかる支払いについて
12,366

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ27年９月分）
3,993

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
984

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
3,968

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
5,690

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全パトロール事業用携帯電話使用料の支出について（平成27年9月分）
3,901

天王寺区役所 危機管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる経費の支出について（９月分）
94,003

浪速区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成27年8月分）の支出について
3,408

浪速区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成27年8月分）の支出について
3,814

浪速区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議（第2回健康福祉教育部会）議事録作成業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
21,384

浪速区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（日東小学校９月分）
5,360

浪速区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（大国小学校７月分　校内支援）
24,456

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
3,212

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（平成27年9月分）への繰入について
4,158

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
18,720

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
17,000

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
8,719

浪速区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
13,842

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（木津中学校９月分）
3,800

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（27年9月分）の支出について
1,440

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議（第2回防犯防災環境部会）議事録作成業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
21,384

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成27年9月分）
429,480

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成27年9月分）
27,528

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成27年9月分）
167,859
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浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 国勢調査事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
28,084

浪速区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用調査票運搬業務の実施経費の支出について（2回目）
68,040

浪速区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
218,520

浪速区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度区庁舎管理用自動扉保守点検業務委託経費の支出について（平成27年4月～9月分）
178,848

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度浪速区一般事務用新聞（朝日）の購読経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用浪速区役所水中攪拌曝気機修繕工事経費の支出について
464,400

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業　平成27年度浪速区広報紙（10月号）新聞折込広告業務（概算契約）に係る経費の支出について
160,088

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度浪速区庁舎管理用一般廃棄物運搬処理業務委託（概算）経費の支出について（平成27年9月分）
5,175

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成27年度（10月号）浪速区広報紙企画編集及び印刷業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
641,520

浪速区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借経費の支出について（平成27年9月分）
9,072

浪速区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区庁舎管理用産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
9,147

浪速区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　新聞未購読世帯への浪速区広報紙（10月号）配付業務（概算契約）に係る経費の支出について
135,514

浪速区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について（平成27年7月～9月分）
25,638

浪速区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度浪速区役所庁舎警備機器保守点検経費の支出について（平成27年9月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステムにかかるモバイル端末機のリース経費の支出について（平成27年9月分）
4,583

浪速区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について（平成27年7月～9月分）
12,111

浪速区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成27年9月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校９月分）
6,080

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
3,975

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（平成27年10月分中間）への繰入について
1,922

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（平成27年10月分中間）への繰入について
8,106

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
82

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
341

浪速区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
341

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年9月分）の支出について
7,786

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年9月分）の支出について
11,000

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年9月分）の支出について
7,406

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成27年9月分）の支出について
127,667

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成27年9月分）の支出について
2,555

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（27年9月分）の支出について
4,596

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年9月分）の支出について
670

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年9月分）の支出について
10,462

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（27年9月分）の支出について
3,420

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成27年9月分）の支出について
11,568

浪速区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成27年9月分）の支出について
324

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出一般分）１０月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出マル退分）１０月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
35,110

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
7,020

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年10月支払分）
325,969

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成27年10月支払分）
250,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成27年10月支払分）
1,370,960

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成27年10月支払分）
300

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課における市内出張等旅費の支出について（平成27年9月分）
1,464

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
89,567

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
348

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
18,220

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
9,140
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浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
4,815

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
80,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
5,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
38,033

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
30,518

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
407,022

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
80,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
90,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
29,748

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
36,627

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
17,363

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
10,500

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（９月分）の支出について
11,989

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入及び同経費の支出について
9,001

浪速区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
107,079

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「Live Session 728」イベント告知チラシ等印刷業務の経費の支出について
85,860

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 新世界＆天王寺動物園百年祭支援事業（ＰＲ活動）にかかる東京都への管外出張旅費の支出について
87,400

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動事業用・子どもの防犯力アップ事業用啓発てぬぐいの購入経費の支出について
70,416

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動事業用・子どもの防犯力アップ事業用啓発てぬぐいの購入経費の支出について
17,604

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
2,670

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども球技大会事業用　ソフトボール（小学生用）外10点の買入にかかる経費の支出について
82,297

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
7,398

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　ポケットティッシュの買入経費の支出について
89,424

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子ども球技大会事業用　ソフトボール（小学生用）外10点の買入にかかる経費の支出について
75,163

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
10,800

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
92

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入（９月分）の支出について
8,270

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区商業・観光調査（夜市調査）事業用　「新世界宵市場」にかかるイベント警備委託業務の経費の支出について
73,710

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
99,360

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区防災訓練の実施事業用物品の購入経費の支出について
159,732

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業用　ふれあい運動会プログラム等の印刷経費の支出について
36,298

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 浪速区商業・観光調査（夜市調査）事業用　「新世界宵市場」にかかる物品借上げ業務の経費の支出について
287,226

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第41回ナニワ区民まつりにおける「人権啓発コーナー」レザークラフト体験教室の実施及び同経費の支出について
35,800

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第41回ナニワ区民まつりにおける「人権啓発コーナー」レザークラフト体験教室にかかるストラップワークショップキットの購入経費の支出について
15,552

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＰＴＡ社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼金の支出について（立葉幼稚園分）
22,800

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時用汚物処理袋・凝固剤（100回分）セット（浪速区役所）（その２）買入経費の支出について
639,576

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度浪速区コミュニティ育成事業業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
2,301,777

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務にかかる経費の支出について（第３四半期分）
7,199,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市浪速区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
3,744,144

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年９月分）
1,508

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２７年９月分）
7,341

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
9,402

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 街頭犯罪撲滅パトロール事業用物品の購入経費の支出について
48,276

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 YOKOSO NANIWA魅力発信事業用　「なにわ食いだおれマーケットin木津市場」イベント保険への加入経費の支出について
15,880

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１０月分中間）の支出について
3,857
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浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分中間）
2,416

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入（１０月分中間）の支出について
3,456

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入（１０月分中間）の支出について
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入（１０月分中間）の支出について
300

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入（１０月分中間）の支出について
164

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
294,840

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
11,186

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
13,908

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
7,375

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
174

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
1,558

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
3,208

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
1,066

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
738

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
4,130

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事務等にかかる郵送経費の支出について（平成２７年９月分）
1,312

浪速区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「啓発指導員による放置自転車対策」業務委託料の支出について（９月分）
326,592

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費・校外活動費）平成２７年７，８月分の支出について
151,967

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８月分の支出について
216,424

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１０月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１０月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００６３　１０月支払分
30,392

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００２３　　１０月支払い
53,804

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００５５　１０月支払分
53,552

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０３５２　他３件　１０月支払分
48,998

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１４１０１２０１９６　外１３件
252,464

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９３　１０月支払分
67,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９２　１０月支払分
42,984

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００８１　１０月支払分
10,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）７～９月分の支出について
375,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６～９月分の支出について
42,559

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）７月分の支出について
2,172

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
3,888

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８月分の支出について
396,321

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）６・８・９月分の支出について
396,617

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８・９月分の支出について
42,620

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１３００１５　１０月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）８月分の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）9月分の支出について
4,152

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８月分の支出について
4,720

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(技能修得費）８月分の支出について
6,399

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
354,645

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（眼鏡代・装具代）平成２７年８，９月分の支出について
327,601

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８月分の支出について
219,664

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事業用消耗品の購入経費の支出について
26,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００５９　１０月支払分
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００７２　１０月支払分
49,402
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００７５　１０月支払分
55,439

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２３０００２　１０月支払分
231,398

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００４５　１０月支払分
3,668

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９４　１０月支払分
51,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）８月分の支出について
12,950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８月分の支出について
280

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８，９月分の支出について
675,936

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０７０７　１０月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００５９　１０月支払分
13,130

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
217,540

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２７年９月１７日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（平成27年10月支払54名分）
408,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００５６　１０月支払分
1,110,428

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８・９月分の支出について
39,680

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
229,270

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２７年９月支払決定分）
397,540

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
2,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）９月分の支出について
12,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）８・９月分の支出について
84,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（訪問看護）８月分の支出について
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）８月分の支出について
44,640

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年８，９月分の支出について
811,820

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
9,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
55,478

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成２７年７～９月分の支出について
385,192

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度社会福祉士実習指導者講習会受講にかかるテキスト代の支出について
2,982

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度社会福祉士実習指導者講習会にかかる受講費の支出について
15,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７～９月分の支出について
255,781

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
4,439

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（９月分）１０月支払い
8,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（修学資金）第３四半期分（平成２７年１０～１２月分として）
1,101,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９７　１０月支払分
13,300

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９５　外１件　１０月支払分
149,964

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００７９　１０月支払分
85,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０５６３　外１件　１０月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１３００２２　１０月支払分
23,759

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）８・９月分の支出について
314,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）３・７・８・９月分の支出について
378,519

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
2,700

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
240,892

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
24,571

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
13,469

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
16,009

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
1,360

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０３２００７９　10月支払分
76,441

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１５１０２２００５８　１０月支払分
41,783
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２００９８　１０月支払分
54,950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９月分の支出について
64,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）７・８・９月分の支出について
299,132

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
13,797

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
4,990

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（平成28年1月～3月分）
159,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用消耗品、飲物購費の支出について（10月～1月分146名分）
5,637

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度浪速区役所「仲間づくり・助け合い事業」にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
1,739,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）平成２７年９月分の支出について
212,969

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２７年８、９月分の支出について
254,623

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度浪速区役所「地域子育てサポートネットワーク事業」の委託料の支出について（第３四半期分）
1,049,500

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１４１０１２０１８４　外１１件　10月支払分
226,310

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）９月分の支出について
7,100

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８・９月分の支出について
300,647

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９月分の支出について
3,651

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
4,536

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）９月分の支出について
16,420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）９月分の支出について
15,373

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）８月分の支出について
46,080

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）７～１０月分の支出について
79,750

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）８月分の支出について
3,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
218,584

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（１０月分）の支出について
2,663,420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,296

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,464

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
131,985

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
463,309

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,406

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
28,366,945

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）９月分の支出について
109,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９・１０月分の支出について
214,920

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）５・６・９月分の支出について
57,262

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
16,010,288

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
328,450

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費）平成２７年９月分の支出について
318,654

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
250,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８・９月分の支出について
58,180

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
495,400

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
224,136

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,871

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,712

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
492

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,272

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,095

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,010

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
265,888
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成２７年４、７～９月分の支出について
228,363

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９月分の支出について
242,380

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
246,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
185,950

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
6,320

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,756

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
6,525

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,804

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,708

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
12,889

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,322

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
801

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
6,560

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,066

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査に係る調査世帯手当の支払いについて（平成２７年９月分）
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
560

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,430

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
5,432

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,488

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分中間）
10,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）９月分の支出について
14,880

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）９・１０月分の支出について
186,000

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８～１０月分の支出について
41,210

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８～１０月分の支出について
315,601

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具販売代）１０月分の支出について
1,800

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）９月分の支出について
14,420

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(技能修得費）９月分の支出について
872

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２７年９，１０月分の支出について
1,301,516

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
115,823

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
582

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,542

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
738

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
44,804

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
502

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,341

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
847

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
291

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
410

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,312

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,240

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
10,368

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
20,572

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
10,806

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
42,710

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,487

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
207
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浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
2,334

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
246

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
6,848

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
486

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
2,326

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
16,070

浪速区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,160

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年8月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
2,522,820

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
5,030

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査用調査員説明会物品借入にかかる経費の支出について
50,284

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成27年9月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
450,143

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
45,360

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度災害対策用住宅にかかる管理組合運営協力金の支出について
5,500

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年９月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年4月～9月分　便器除菌剤外賃借業務にかかる経費の支出について
54,000

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年９月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
9,504

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について
10,181

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙人名簿電算事務用プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
33,318

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成27年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年8月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
5,927

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年9月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
5,624

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコンシステム用　平成２７年９月分データ通信料の支出について
4,893

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 職員との面談にかかる旅費の支出について（平成２７年９月３０日分）
2,280

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　人事総務課・企画課・国勢調査分コピー代金の支出について
53,242

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　人事総務課・企画課・国勢調査分コピー代金の支出について
1,805

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　人事総務課・企画課・国勢調査分コピー代金の支出について
9,694

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　人事総務課及び国勢調査事務執行用後納郵便料金の支出について
1,284

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　人事総務課及び国勢調査事務執行用後納郵便料金の支出について
2,804

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
776

西淀川区役所 人事総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用　後納郵便料金（平成２７年９月分）の支出について（事務費・選挙常時啓発費）
7,176

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区内工業支援事業用　ものづくりまつり２０１５会場設営等業務委託にかかる経費の支出について
470,556

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
335

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
761

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
475

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,262

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業（西淀川区民まつり）におけるコーン外１２点の購入にかかる経費の支出について
76,387

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,692

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
2,834

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
757

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
3,989

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
950

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
10,454

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年8月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
285

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 コミュニティ育成事業（西淀川区民まつり）におけるコーン外１２点の購入にかかる経費の支出について
9,402
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 コミュニティ育成事業「西淀川区民まつり」における設営用資材等の搬入出に伴う船車賃借及び運搬作業にかかる経費の支出について
149,040

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年８月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
4,500

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
720

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,020

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業「学びの区民講座」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　ウィンターコスモス外14点の購入経費の支出について
123,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業啓発用横断幕外１点の購入かかる経費の支出について
61,754

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用折り畳みコンテナ外17点の購入にかかる経費の支出について
222,350

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 環境美化活動事業用　西淀川親子ハゼ釣り大会におけるテント外２点の借入経費の支出について
57,049

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 コミュニティ育成事業「西淀川区民まつり」における会場設営業務委託（電気設備）にかかる経費の支出について
702,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 コミュニティ育成事業「平成２７年度西淀川区民まつり」におけるチラシ等作成にかかる経費の支出について
89,640

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業及び大野川遊歩道等再生（ルネサンス）事業用　のぼり外30点の購入経費の支出について
54,405

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業及び大野川遊歩道等再生（ルネサンス）事業用　のぼり外30点の購入経費の支出について
138,042

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２７．９月分）の支出について
1,010

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話代にかかる経費（9月）の支出について
3,207

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話代にかかる経費（9月）の支出について
3,414

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立西淀川区民ホール・大阪市立西淀川区民会館管理業務委託代行料の支出について（第３四半期分）
10,000,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
295,596

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり産業振興に資するパイロット農園事業用　農園検討会にかかる講師謝礼金の支出について（平成27年10月8日）
13,620

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成27年9月分）
540

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成27年9月分）
250

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分・危機管理安全グループ）
3,240

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,960

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業・教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
600

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川3区防犯プロジェクト用防犯カメラ電気代（９月分）にかかる経費の支出について
8,700

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
120

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度区内工業支援事業における技術相談窓口相談員への報償金の支出について（９月分）
66,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター事業（平成27年9月分）における報償金の支出について
276,860

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成27年9月分）
1,394

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
328

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
19,386

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
738

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援・教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
5,082

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理安全事業用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
3,362

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 コミュニティ育成事業「西淀川区民まつり」における会場設営撤去業務委託にかかる経費の支出について
1,425,600

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
73,939

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
650

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
9,456

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
2,619,586

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成27年8月分）
315,854

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
12,202

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
140,272

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
298,745

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
300,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
85,880

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
250,000
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
11,803

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
331,692

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
39,650

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
380

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年９月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
2,440

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
880

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業用手形色紙の購入にかかる経費の支出について
356,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
188,041

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
7,995

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
67,609

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
43,537

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
21,928

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
35,311

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
458,045

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
85,414

西淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
88,711

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,704,750

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）１０月分の支出について
20,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）１０月分の支出について
120,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,910

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,932

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,720

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
99,700

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,030

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
58,284

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
37,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
221,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成27年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（8月分）
6,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
23,322

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
77,530

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
12,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年9月分）
29,063

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
44,933

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,308

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,925

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,902

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,993

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,701

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
84,405

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,073

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
80,177

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
97,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
214,300
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西淀川区役所 福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）事務用トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
49,896

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
37,500

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
104,318

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,760

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,150

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
94,812

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
217,287

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,060

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
118,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
7,320

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
227,224

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
207,390

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金事業に係る臨時福祉給付金（窓口10月分）の支出について
246,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
43,773

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料及び検診料（医療扶助金）の支出について
49,240

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費１０月分の支出について
2,232,780

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
11,664

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　要援護者支援「見守りネット倶楽部」・地域福祉担い手育成事業の業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期）
706,764

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
241

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金支出について（第３四半期分）
457,950

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
2,046

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
3,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
317,423

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代(生活扶助金）の支出について
3,853

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について （代理受領方式）
113,131

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について （代理受領方式）
961

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について （代理受領方式）
7,860

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ代（生活扶助金）の支出について
179,958

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成27年11月分の支出について
20,000,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
237,840

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成27年11月分の支出について
11,500,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成27年11月分の支出について
400,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成27年11月分の支出について
300,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成27年11月分の支出について
800,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
1,440

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
1,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
1,080

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
530

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
360

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
640

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
1,280

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月　重度障がい者医療助成にかかる償還払の支出について
570,914

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払の支出について
889,608
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西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
24,225

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
399,714

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
320

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月こども医療助成にかかる償還払の支出について
1,044,883

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成27年8～9月分）
240

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１０月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払の支出について
165,370

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
84,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
40,620

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診察料（医療扶助金）の支出について
28,080

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
265,680

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
7,193

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
228,124

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
179,045

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
344,639

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
37,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度絵本展実施にかかる準備、運営協力団体への謝礼品購入経費の支出について
30,900

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,400

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年9月分）
15,607

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成27年9月分）
8,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
67,000

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 福祉課（生活支援）用市内出張交通費の支出について（９月分）
3,800

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
401,395

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
249,291

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
62,140

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
12,300

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
64,645

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
16,728

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度９月分　介護保険担当用後納郵便料金の支出について
86,129

西淀川区役所 福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　９月請求分の支出について
16,000

西淀川区役所 保健課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康いきいき展ポスター作製経費の支出について
17,280

西淀川区役所 保健課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）健康情報発信事業用リーフレットの印刷経費の支出について
50,760

西淀川区役所 保健課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業用リーフレットの印刷経費の支出について
36,288

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分小口支払基金の繰入について
2,042

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分小口支払基金の繰入について
1,440

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年９月分小口支払基金の繰入について
11,467

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度ＢＣＧ予防接種事業用　９月分従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分小口支払基金の繰入について
4,386

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
342,470

西淀川区役所 保健課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分小口支払基金の繰入について
4,100

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分市内出張交通費の支出について
4,860

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
1,640

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
574

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分市内出張交通費の支出について
760

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
164



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
902

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
5,380

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
3,089

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
21,773

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
15,504

西淀川区役所 保健課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分　保健課コピー代金の支出について
13,087

西淀川区役所 保健課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２７年９月分保健福祉センター事業用白衣等洗濯代の支出について
1,134

西淀川区役所 企画課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度西淀川区区政会議の議事録作成業務にかかる経費の支出について（平成27年8月27日開催分）
40,230

西淀川区役所 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用マスコットキャラクターボールペンの作製にかかる経費の支出について
137,700

西淀川区役所 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
24,935

西淀川区役所 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
83,774

西淀川区役所 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分企画課事業執行用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
2,128

西淀川区役所 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成27年10月号）
323,100

西淀川区役所 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 大阪市西淀川区広報紙新聞折込業務経費の支出について（平成27年10月号）
335,223

西淀川区役所 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務経費の支出について（平成27年10月号）
174,960

西淀川区役所 企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年９月分企画課用　市内出張交通費の支出について
2,880

西淀川区役所 企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙配付業務経費の支出について（平成27年10月号）
74,856

淀川区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
395,961

淀川区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
1,814,851

淀川区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
426,249

淀川区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
1,850,877

淀川区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
13,222

淀川区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について(平成２７年８月分）
4,544

淀川区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
16,979

淀川区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 太陽光発電設備用電気料金の支出について（９月分）
735

淀川区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用輪転機インクの買入経費の支出について
18,792

淀川区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所事務用輪転機の修繕費用の支出について
20,952

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用プリンタートナーの買入経費の支出について
188,622

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用雑用水槽の電磁弁修繕経費の支出について
114,480

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について(9月分)
504,000

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
124,748

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所庁舎機械警備業務委託料の支出について（９月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査提出書類受付にかかる会館使用料の支出について
24,000

淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用テレビ（１階ロビー）ほか２点の買入経費の支出について
115,344

淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川区役所事務用デジタル印刷機（輪転機）長期借入経費の支出について（９月分）
3,888

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞の購読並びに同経費の支出について（平成27年4月～平成28年3月分）読売新聞（４月～９月分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞の購読並びに同経費の支出について（平成27年4月～平成28年3月分）毎日新聞（４月～９月分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（９月分）
239,418

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理にかかる宿日直用寝具の借入にかかる経費の支出ついて（９月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,510

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,472

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務および統計事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,128

淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（９月分）
4,612

淀川区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（９月請求分）
4,994

淀川区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（９月分）
341,716

淀川区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（９月分）
1,492,510
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淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課及び統計事務用後納郵便料金の支出について(9月分)
40,988

淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課及び統計事務用後納郵便料金の支出について(9月分)
82

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
10,002

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託契約にかかる経費の支出について（９月分）
5,832

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託経費の支出について(９月分）
7,017

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度自動扉設備点検整備業務委託料の支出について（２回目）
37,800

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙並びに大阪府知事選挙従事者用お茶の買入経費の支出について
10,666

淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　食糧費 大阪市長選挙並びに大阪府知事選挙従事者用お茶の買入経費の支出について
10,666

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
2,655

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童・生徒の体力づくり支援事業用マーカーコーン①外２点の買入にかかる経費の支出について
19,872

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事業用マルチカード名刺ほか７点の買入にかかる経費の支出について
34,722

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事業用マルチカード名刺ほか７点の買入にかかる経費の支出について
7,290

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
3,245

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務の実施並びに同経費の支出について（８月分）
97,744

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ベビーリーフ・レタスミックスの種子外９点(種から花を育てる地域の花づくり支援事業用)の買入にかかる経費の支出について
100,224

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１２回目）
175,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（８月分）の支出について
15,383

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 人権啓発推進事業用　淀川区教育講演会の実施にかかる手話通訳にかかる支出について
21,600

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
1,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について（８月分）
37,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,500

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用ディスプレイケーブルの購入並びに同経費の支出について（その２）
4,190

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 (学校選択制用)大阪市淀川区学校案内冊子の印刷にかかる経費の支出について
517,104

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
2,065

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について（平成27年9月分）
2,267,867

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市淀川区自律的な地域運営を支援するための活動補助金にかかる支出について（十三地域活動協議会）
200,000

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課（教育支援）事務用自転車等買入にかかる経費の支出について
50,382

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
1,455

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
140

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,296

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,070

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
2,392

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
4,100

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
78,336

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
1,972

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
820

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
738

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成27年９月分の料金後納郵便料金の支出について
5,118

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 土のうステーション設置事業用折りたたみ土のう収納箱一式（淀川区役所）の購入並びに同経費の支出について
233,280

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（平成２７年９月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 土のうステーション設置事業用折りたたみ土のう収納箱一式（淀川区役所）の購入並びに同経費の支出について
952,560

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（９月分）
104,857

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生補習充実事業用脚付両面ホワイトボード他２点の購入にかかる経費の支出について
90,350

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度「成人の日記念のつどい」にかかる会場使用料（予約金）の支出について
287,700

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
3,835

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２７年１０月支払分）
132,700
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淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業用　教育講演会講師謝礼の支出について
22,440

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 スポーツ出前講座の実施にかかる行事保険経費の支出について
1,800

淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（三国）
124,200

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年１０月分支払資金（一般）の支出について
400,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２７年１０月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託料の支出について（平成２７年８月分）
3,946,292

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
212,335

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年９月支給決定分国民健康保険法にかかる葬祭費の支出について
950,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年９月支給決定分国民健康保険法にかかる出産育児一時金の支出について
1,808,610

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年８月分）
539,896

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年８月分）
1,079,791

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２７年８月分）
539,895

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成２７年８月分）
7,711

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
262,404

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（８月分）
4,858

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（８月分）
2,612

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成27年8月分）
6,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査受診勧奨用ポケットティッシュの買入にかかる経費の支出について
66,096

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
15,770

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険過誤納還付金（一般）の支出について
95,539

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
7,041

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
57,459

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料（管理）の支出について
916,819

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び国民年金事務にかかる事務用品の買入にかかる経費の支出について
20,920

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険及び国民年金事務にかかる事務用品の買入にかかる経費の支出について
11,264

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,555

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,880

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
95,841

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納受取人払いの支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料の支出について
60,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納受取人払いの支出について
17,556

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料の支出について
120,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納郵便料の支出について
65,233

淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２７年９月分料金後納受取人払いの支出について
50,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
44,592

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,460

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
1,390

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）１０月分
30,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）１０月分
120,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用プリンタトナー等の購入にかかる経費の支出について
156,330

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
295,525

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
42,223

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
934,312

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費の支出について（４～５月分）
1,284

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（８月分）
3,400
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
252,660

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
10,730

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,752

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,740

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,480

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
5,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,300

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,584

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域包括支援センター運営協議会用お茶の購入経費の支出について
2,332

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
87,201

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
32,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
83,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
231,590

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
7,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
30,433

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
37,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
13,912

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
78,859

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,360

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
167

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
78,128

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
58,478

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
47,579

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
9,016

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
93,090

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
15,050

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
71,186

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
38,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
10,336

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
198,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
76,676

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,292

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
74,128

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
221,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
16,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,248

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
101,579

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,664

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
169,789

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援事務用コピー代の支出について（８月分）
12,553
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援事務用コピー代の支出について（８月分）
10,681

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
14,364

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
665

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
294,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代の支出について（８月分）
3,240

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代の支出について（８月分）
11,699

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（８月分）
17,181

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
50,345

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
27,176

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用等つづりひも他５点の購入経費の支出について
8,888

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
43,072

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
25,980

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
212,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
370,882

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
51,376

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
198,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,936

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
55,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
83,524

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
199,152

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務委託料の支出について（第２８号）
34,911

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
16,139

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
25,152

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
71,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
49,334

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
58,520

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
148,518

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
28,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
30,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
207,747

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
86,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
27,110

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
23,161

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,210

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
1,382

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
6,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
4,920

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
1,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
3,280

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
1,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後期分）
2,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援担当外勤用自転車他２点の購入経費の支出について
36,015

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生活支援担当外勤用自転車他２点の購入経費の支出について
1,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（８月分）
557,662

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
28,736

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
44,802

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
129,218

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
94,791

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
27,900

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
55,439

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
34,688

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
8,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
304,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支出について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用プリンタートナーカートリッジの購入経費の支出について
82,080

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
68,016

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
118,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,414

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
43,930

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
196,236

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,824

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について（追加分）
1,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
5,076

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
18,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１０月分の生活保護費の支出について（追加分）
500,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
59,526

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
32,256

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
317,207

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
111,694

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
130,130

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
132,256

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
44,377

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
64,840

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
475,569

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１１月分の生活保護費の支出について
31,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１１月分の生活保護費の支出について
16,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１１月分の生活保護費の支出について
300,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
155,386

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
43,932

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１１月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２７年１１月分の生活保護費の支出について
1,200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
233,524

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,296

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月・受取人払分）
194

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
205

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
36,398

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
12,914

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,678

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,444

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
20,269

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,665

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（８～９月・返信用封筒使用分）
194

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,076

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月分重度障がい者医療費助成の支給について
2,284,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,046

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
5,352

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,872

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
660,542

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
15,160

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
4,680

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
57,133

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
189,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（西中島小学校　平成２７年９月分）
15,538

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新東三国小学校　平成２７年９月分）
45,486

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（淡路小学校　平成２７年９月分）
8,280

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（北中島小学校　平成２７年９月分）
48,891

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（東三国小学校　平成２７年９月分）
12,366

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（十三中学校　平成２７年９月分）
122,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（宮原中学校　平成２７年９月分）
86,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（木川南小学校　平成２７年９月分）
46,104

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（加島小学校　平成２７年９月分）
157,474

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（啓発小学校　平成２７年９月分）
4,086

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三津屋小学校　平成２７年９月分）
218,338

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国小学校　平成２７年９月分）
80,162

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（塚本小学校　平成２７年９月分）
62,764

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（木川小学校　平成２７年９月分）
104,962

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（十三小学校　平成２７年９月分）
101,713

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,020
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月・受取人払分）
1,261

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
11,863

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
61,748

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
6,172

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月分こども健やか医療（こども医療）助成の支給について
571,702

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
6,230

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
117,039

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１０月分）にかかる支出について
2,962,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,282

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,184

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
59,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
159,720

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
268,416

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,880

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
62,301

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新北野中学校　平成２７年４月・８月分）
247,977

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（神津小学校　平成２７年９月分）
146,749

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（東三国中学校　平成２７年８月・９月分）
46,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（宮原小学校　平成２７年９月分）
77,711

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
319,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
21,260

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
92,119

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
28,500

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,087

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
174

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
19,378

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
2,434

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務関係新任職員研修にかかる市内出張交通費の支出について
1,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事業にかかる市内出張交通費の支出について
560

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
56,100

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（野中小学校　平成２７年９月分）
34,194

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
7,917

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
29,054

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
202

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
666

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
1,148

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
6,600

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
1,122

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
6,324

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,040

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
4,588
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淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
62,122

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
2,060

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,870

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
24,835

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
14,298

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 介護用品支給事業事務説明会にかかる市内出張交通費の支出について
432

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者成年後見制度にかかる市内出張交通費の支出について（４～７月分）
1,550

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
25,845

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
4,538

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,091

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,199

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
100,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（９月分）
591,550

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
5,698,440

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
153,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
36,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具にかかる措置扶助金の支出について
39,928

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
70,536

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,376

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
6,800

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
170,589

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査手当の支給について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
34,812

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
61,290

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,200

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,940

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年１０月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託料の支出について（９月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
35,931

淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
105,052

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（8月分）にかかる委託料の支出について
1,401,483

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区区政会議部会データ反訳業務委託料の支出について（平成２７年８月４日　第１回コミュニティ力向上部会分）
13,392

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 お茶（区政会議運営用）の購入経費の支出について
6,123

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報紙　YODO-REPO（よどがわレポート)021号～025号の印刷及び同経費の支出について（025号分）
50,976

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年10月号分）
328,320

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度淀川区役所広報誌点訳業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年10月号分）
25,920

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用レールホルダーほか3点の買入並びに同経費の支出について
5,173

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区福祉バス運行業務（9月分）にかかる委託料の支出について
1,401,485

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
20,738

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,715

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整・区政会議運営・広聴・広報事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
984

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年6月～8月分）
20,778

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度淀川区役所広報誌印刷業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）にかかる経費の支出について（平成27年10月号分）
864,334

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（9月分）の支出について
749
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淀川区役所 政策企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用（受取人払）後納郵便料金（9月分）の支出について
97

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(9月分)
4,179

淀川区役所 政策企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(9月分)
108

東淀川区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（８月分）
3,780

東淀川区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ios搭載タブレット型コンピューター及びリモートアクセスサービス接続用アカウントのレンタルに係る経費の支出について（８月分）
2,160

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年９月分－２）
7,555

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年９月分－２）
8,307

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年８月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
54,458

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
62,067

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成27年８月利用分）
7,628

東淀川区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成27年4月号～平成28年3月号）（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月号分）
130,638

東淀川区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機にかかる消耗品費の支出について（総務課（総合企画））
266

東淀川区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第２回東淀川区区政会議「安全・安心部会」及び「健康・福祉・子育て部会」に係る議事のテープ起こし及び議事録作成業務委託にかかる経費の支出について
34,560

東淀川区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年７月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
6,970

東淀川区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成27年10月分）
872

東淀川区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年10月分）
22,790

東淀川区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（平成27年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（平成27年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成27年９月分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成27年５月号～平成28年４月号）にかかる支出について（10月号分）
243,000

東淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区区政会議委員選考審査委員会にかかる外部委員への報償金の支出について
61,182

東淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 毎日新聞・日本経済新聞購読料の支出について（平成27年７月～９月分）
25,638

東淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成27年７～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分委託経費の支出について（９月分）
44,460

東淀川区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 大阪市東淀川区地域福祉バス等試験運行業務委託に係る経費の支出について（第2回中間金平成27年7月1日～9月30日分）
3,450,000

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成27年９月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支出について（９月分）
285,930

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
489,240

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具賃貸借業務経費の支出について（９月分）
14,191

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,354

東淀川区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
9,715

東淀川区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成27年5月号～平成28年4月号）（概算契約）の実施及び同経費の支出について（10月号分）
557,889

東淀川区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所受水槽清掃及び水質検査業務委託に係る経費の支出について
93,960

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区の広報紙（平成27年5月号～平成28年4月号）概算印刷の実施にかかる経費の支出について（10月号分）
540,237

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年10月分－２）
27,920

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト」事業にかかる接客向上・クレームを生み出さない対応力研修業務委託経費の支出について
411,480

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度「大阪市東淀川区役所職員力向上プロジェクト」事業にかかるＯＪＴ・組織風土改善研修業務委託に係る経費の支出について
442,800

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用モバイル端末機のレンタルに係る経費の支出について（９月分）
7,996

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（９月分）
3,780

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年10月分－２）
2,993

東淀川区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成27年10月分－２）
2,993

東淀川区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年７月分市内出張交通費の支出について（総務）
10,860

東淀川区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年９月分コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外２件）
76,464

東淀川区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課（住民情報）外４件）
58,880

東淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年９月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
6,480

東淀川区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年９月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
9,813

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年１０月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成２７年１０月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年８月受付分）
274,304

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成27年８月分）
372

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)事務用　カラーペーパー　　外27点の購入経費の支出について
174,293

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
11,272

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
3,283

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
15,406

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成27年9月分　国民健康保険療養費の支出について
1,118,036

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成27年８月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２７年８月分）の支出について
5,125,155

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業にかかるトートバッグの購入経費の支出について
276,480

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料（平成２７年８月分）の支出について
304,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成27年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
461,320

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
1,920

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について（平成27年９月分）
42,012

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（適正賦課用）外１点の購入経費の支出について
91,800

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（適正賦課用）外１点の購入経費の支出について
99,900

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（管理）事務用郵便切手購入経費の支出について
257,900

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年９月受付分）
544,129

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年９月受付分）
589

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成27年８月取扱分）
560

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成27年９月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成27年９月分後納郵便料金の支出について
130,141

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成27年９月分後納郵便料金の支出について
258,953

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成27年９月分）
491

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費（窓口サービス課（保険年金・管理））
1,080

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費（窓口サービス課（保険年金・管理））
330

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費（窓口サービス課（保険年金・管理））
4,410

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成27年９月分）
7,084

東淀川区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成２７年９月受付分）
153,061

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び地域安全防犯対策事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
10,206

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び地域安全防犯対策事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
112,472

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（市民協働課（庶務）外１件）
48,912

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業にかかる公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について
51,059

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用　衛星電話料金の支出について（平成27年８月分）
29,400

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
6,600

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張交通費の支出について（市民協働課）
1,150

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度「地域公共政策士」特別講義に係る受講料の支出について（第８回受講分）
2,500

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度９月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
5,230

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年度９月分市民協働課各種業務に係る後納郵便料金の支出について
410

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川３区防犯プロジェクト事業による防犯カメラ長期借入経費の支出について（９月分）
295,596

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　印刷製本費 平成27年国勢調査に係る調査員打合せ会資料印刷経費の支出について
42,552

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ９月分地域安全対策事業用携帯電話料金の支出について
8,657

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力の向上事業用携帯電話（ＰＨＳ）料金の支出について（平成27年９月分）
12

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等に係る業務委託経費の支出について（９月分）
305,640

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査に係る調査書類配送業務の経費の支出について
101,736
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東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練用アイマスクの購入に係る経費の支出について
9,180

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会を中心とした地域活動支援事業用携帯電話料金の支出について（平成27年９月分）
3,674

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール事業用自動車にかかる自賠責保険料と重量税印紙代の支出について
26,370

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（9月分）
429,740

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（9月分）
388,812

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　淀川3区（東淀川区・淀川区・西淀川区）における、夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（9月分）
204,640

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料（第１四半期分）の支出について
5,938,329

東淀川区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール事業用自動車にかかる自賠責保険料と重量税印紙代の支出について
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
31,116

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
66,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
40,238

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
60,968

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
68,740

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
49,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(障害児施設医療に係る食事療養費・長期入院患者に係る診療報酬)にかかる経費の支出について
70,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
107,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
2,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
49,127

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金10月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金10月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
49,895

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
14,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
1,533,644

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
20,316

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越費用)にかかる経費の支出について
81,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
9,142

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
22,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（人工妊娠中絶手術にかかる費用）にかかる経費の支出について
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費等）にかかる経費の支出について
91,395

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭券外）にかかる経費の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
172,070

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成27年９月10日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成27年6月申請分）
66,135

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
43,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成２７年８月分）
53,912

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
48,609

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
14,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
10,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
89,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
246,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
396,388

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
71,801

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
13,337

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
20,923

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
40,020
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
26,763

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
42,132

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
49,192

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
44,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
97,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費等）にかかる経費の支出について
91,510

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
223,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）の支出について
324,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成27年８月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
14,642

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
184,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１２号）
269,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
241,449

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
10,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
15,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
139,781

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
213,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
160,590

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）
236,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成27年８月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
17,181

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（８月分）２
131,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（８月分）
31,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費(介護報酬請求等)にかかる経費の支出について
150,193

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（介護サービス費・ケアプラン作成費）にかかる経費の支出について
17,769

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
5,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
54,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
221,976

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区青少年育成区民大会に係る手話通訳者への報償金の支出について
14,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
2,070

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成27年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（８月分）の支出について
13,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
14,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会移送費）の支出について
9,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
186,551

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
7,467

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）にかかる経費の支出について
10,852

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
351,064

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
219,728

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）の支出について
69,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
366,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（技能習得資金等）の支出について
95,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第３８回東淀川区みんなの健康展広報用ポスターの印刷経費の支出について
40,824

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
6,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
53,255

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,437
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
16,591

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
56,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
36,810

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料等)にかかる経費の支出について
14,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
29,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
27,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
22,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２７年９月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－３）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成27年８月分）
13,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－３）
1,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
21,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
109,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
443,184

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
140,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
53,688

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年10月分扶助費の支出について（出張所）（追加分）
1,200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
377,166

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－３）
984

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
238,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２７年７月分）
55,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
324,463

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
299,077

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
318,278

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
213,413

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
189,456

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
68,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
92,338

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
151,238

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
53,514

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料・移送費)にかかる経費の支出について
86,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
111,181

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料・移送費)にかかる経費の支出について
83,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
14,180

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
16,904

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修・福祉用具）にかかる経費の支出について
13,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
19,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
16,130

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費）にかかる経費の支出について
13,727

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
65,599

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分－４）
902

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度東淀川区青少年育成区民大会等における講師謝礼の支出について
45,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,333

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（大道南小学校）
70,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
10,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
5,970



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
111,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
94,148

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
4,277

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
192,990

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
110,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
918

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
250,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
219,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
321,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
564,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
1,780,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
966,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（９月分）
880,587

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
546,741

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
4,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
73,648

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料)にかかる経費の支出について
17,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(人工妊娠中絶（５週）)にかかる経費の支出について
67,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
226,932

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費１０月分の支出について
3,980,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
90,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
21,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成２７年９月分）
177,018

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
8,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
133,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
10,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
18,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東淀川区児童虐待ハイリスク家庭の全件調査・就学前子育て支援事業に係る委託料の支出について（第５回中間払い）
549,433

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
653,554

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成27年11月分扶助費の支出について
47,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
206,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成27年11月分扶助費の支出について
26,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成27年11月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成27年11月分扶助費の支出について
800,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
56,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成27年11月分扶助費の支出について
3,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年７月分乳幼児健康診査（３歳児）にかかる口座不能による報償金の再支出について
24,128

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期の支出について
255,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費９月分の支出について
38,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（平成27年９月分）
11,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年９月分）
6,674

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成27年９月分）
9,305

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年９月分
118,973

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年９月分
24,893
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年９月分
5,151

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成27年９月分
4,850

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分）
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
9,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）－２
1,261

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
10,213

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
338,509

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
384,992

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
255,091

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
219,553

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
53,808

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
331,319

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
80,376

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
257,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
11,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(長期入院患者に係る診療報酬)にかかる経費の支出について
89,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
1,092

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
11,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
11,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
748

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
362

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
120

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
974

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
492

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
984

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
5,642

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
656

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年10月分）
832

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
468

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
7,892

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
3,896

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
748

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成27年９月分）
32,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　特別旅費 平成27年度子供の貧困対策研修会への出張にかかる経費の支出について
17,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
28,505

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２７年１１月分扶助費の支出について（出張所）
5,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）にかかる経費の支出について
6,656

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
152,256

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
60,936

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
32,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）にかかる経費の支出について
2,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
38,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）の支出について
8,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２７年１１月分扶助費の支出について（出張所）
5,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２７年１１月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成２７年９月分）
51,300
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成２７年９月分）
371,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成２７年９月分）
151,579

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
22,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
71,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
18,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
23,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
13,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２７年１１月分扶助費の支出について（出張所）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検診料)にかかる経費の支出について
6,998

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
19,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
144,972

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２７年１１月分扶助費の支出について（出張所）
650,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能修得費等）にかかる経費の支出について
29,631

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
199,296

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　郵便料金の支出について（生活支援）
934,092

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（６月分日割家賃）の支出について
1,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
1,998

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
176,464

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
10,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 ＤＶ被害者の施設入所にかかる出張経費の支出について
9,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「いのちと性」の健康教育事業業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について（第３回中間払い）
39,333

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生勉強会の学生ボランティアにかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
181,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成27年９月分）
8,748

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,174

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,444

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,495

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,082

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
56,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
207,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,245

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,262

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,491

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
748

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
65,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
76,788

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
68,288

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
52,449

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
59,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
77,466

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
60,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
78,692

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
45,124

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
65,576

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
376,464

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
245,324

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
368,154

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
346,949
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東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費等)にかかる経費の支出について
294,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
230,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費)にかかる経費の支出について
399,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(８月分給食費・教材費)にかかる経費の支出について
389,018

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（９月分給食費・校外活動費、８月分校外活動費)にかかる経費の支出について
288,321

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(９月分給食費等)にかかる経費の支出について
340,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費、教材費)にかかる経費の支出について
250,304

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
15,594

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
95,881

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）にかかる経費の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）にかかる経費の支出について
70,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(人工妊娠中絶９週)にかかる経費の支出について
67,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費)にかかる経費の支出について
18,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
266,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(検査料)にかかる経費の支出について
15,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
14,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(障害児施設医療に係る食事療養費・長期入院患者に係る診療報酬)にかかる経費の支出について
104,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
136,768

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
219,550

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
192,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
214,416

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
270,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
38,622

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,547

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
59,599

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
163,641

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,446

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（９月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（９月分）にかかる報償金の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
140

東成区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２７年５月号～平成２８年４月号）　概算印刷にかかる経費の支出について（９月号分）
399,168

東成区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託 平成27年5月号～平成28年4月号（概算契約）の経費の支出について（９月号分）
64,357

東成区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（８月分）
35,049

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（８月分）
7,962

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（紙袋）購入経費の支出について
22,032

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（８月分）
3,814

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成27年５月号～平成28年４月号）全戸配布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（９月号分）
422,573

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
2,983

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙用事務用品の購入経費の支出について
23,328

東成区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
235

東成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第２回東成区区政会議（保健福祉部会及び子ども・教育部会）会議録作成経費の支出について
41,580

東成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第２回東成区区政会議（にぎわい・きずな部会）会議録作成経費の支出について
22,680
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東成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成２７年国勢調査業務にかかるタクシー代（立替払）の支出について
1,400

東成区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（９月分）
118,954

東成区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（８月分）
1,109,230

東成区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所汚水槽水中撹拌曝気機修繕工事経費の支出について
442,800

東成区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用料の支出について（９月分）
55,979

東成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
6,646

東成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
3,935

東成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
1,852

東成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）水道使用料の支出について（９月分）
3,128

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
4,948

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政推進担当用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
2,655

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政推進担当用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
261

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（９月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（９月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
1,834

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
3,854

東成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,028

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（９月分）
1,904

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（９月分）
2,244

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区役所庁舎受水槽外３槽清掃に伴う産業廃棄物処分業務委託経費の支出について（第１回目分）
20,865

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務（概算契約）経費の支出について（８月分）
16,807

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課用・広報用及び統計用後納郵便料の支出について（９月分）
4,400

東成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２７年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務（概算契約）経費の支出について（８月分）
359

東成区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成27年5月号～平成28年4月号にかかる経費の支出について（１０月号分）
191,970

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（９月分）
55,961

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区民センター設置の自動販売機（行政財産目的外使用許可分）にかかる電気使用料の支出について（７月～９月分）
14,598

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
7,662

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
466,733

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
30,067

東成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
3,606

東成区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１０月分）
1,295

東成区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,900

東成区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 区役所及び保健福祉センター（分館）ガス使用料の支出について（１０月分）
610

東成区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(大阪市長選挙及び大阪府知事選挙用)(10月分)
6,281

東成区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(大阪市長選挙及び大阪府知事選挙用)(10月分)
6,281

東成区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（９月分）
3,780

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年１０月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２７年１０月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）資金前渡
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年６月分～２７年７月分）
289,718

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年３月分～２７年８月分）
508,776

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年８月分）
5,245

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年２月分）
250

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２７年９月分）
450,000

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
19,777

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）退職
971
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東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,400

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
26,911

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（８月分）
2,616,260

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（８月分）
344,366

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年１月分～２７年９月分）
170,712

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
77,881

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用品（ラベルシール外２５点）の購入にかかる経費の支出について
83,924

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住基プリンター用ドラム／トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
184,680

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年６月分～２７年７月分）
89,567

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２６年１月分～平成２７年５月分）
767,536

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
130,874

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
10,876

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
750

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
40,864

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
23,354

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
5,631

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
303,389

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
16,027

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
35,286

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
77,119

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
55,081

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
736,842

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（９月分）
3,488,346

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（９月分）
459,154

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
855

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
6,841

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
1,805

東成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（９月分）
10,667

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般３回目）
84,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
38,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(装具代)の支出について
5,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
19,912

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・平成27年10月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（北中本・東小橋保育所　平成27年10月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度高齢者福祉月間事業用物品の購入にかかる経費の支出について
27,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（３件分）
33,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（５件分）
29,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（３件分）
74,880

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
28,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
242,980

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書作成料の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて（１件分）
198,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（４５名分）
377,903

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（１件分）
17,850
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東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（２件分）
40,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
16,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて（３件分）
172,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成27年度地域福祉活動推進事業にかかる「障がい者を対象とした見守り活動の充実に向けた取組みについての研修会」講師謝礼の支出について
12,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
208,656

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（２件分）
20,736

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検査料の支出について
2,820

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
2,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
193,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具の支出について
1,728

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修の支出について
4,099

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
6,372

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
9,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
224,140

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書作成料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般４回目）
12,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
43,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
216,460

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
264,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ４回目）
93,710

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般５回目）
64,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（５月分）
2,040

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
18,792

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
4,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
5,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
31,525

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
86,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（３件分）
37,692

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について（２件分）
6,208

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
21,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
1,998

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修の支出について
12,588

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について（２件分）
44,644

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
16,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について（２件分）
65,520

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ３回目）
231,245
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東成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
116,991

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（９月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 感染症予防対策事業用シール印刷経費の支出について
58,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
735,725

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
4,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,970

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
18,444

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,220

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
216,460

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる業務委託料（第3四半期分）の支出について
7,535,250

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般６回目）
56,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる医師診断書料の支出について（精神障がい）
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（３７名分）
197,178

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について（２件分）
25,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
19,600

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
28,980

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
36,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
193,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
191,910

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年８月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
145,269

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
594

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
121,231

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について（２件分）
143,249

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
22,250

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
131,659

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
432

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
8,420

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
9,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
4,900

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（８月分）
3,352

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
407

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
349,404

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
360

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について（４件分）
80,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
18,929,986

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
8,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について（２件分）
13,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
12,700

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
10,996,624

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
180,540

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について〈９月分〉
41,940
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東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払分扶助費の支出について（１１月分）
342,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
6,044

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
2,560

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
360

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診従事者への報償金の支出について（７月分）
24,128

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
7,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
3,744

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
328

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
5,237

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,296

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
31,394

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,004

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
760

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
440

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
4,772

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
197

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
3,616

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
449

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１０月分）の支出について（２８名分）
120,399

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費(眼鏡代)の支出について
22,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
410

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,214

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
492

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
8,684

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
92

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
18

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,926

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
9,513

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
30,770

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
4,684

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,128

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
4,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
14,182

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成27年10月分）
1,214,340

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期）
120,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期）
162,000
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東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期）
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,616

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
53,466

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
9,921

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
1,968

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,315

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
73

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度地域保健・地域福祉推進支援事業にかかる地域生活支援システム専門分野別実務者会議（健康づくり推進・第3回）アドバイザー謝礼の支出について
14,680

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について（２件分）
18,605

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
81,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
670

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜８・９月分＞の支出について
101,234

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
131,942

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,200

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（９月分）
20,581

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について（３件分）
60,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
189,918

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について（２件分）
175,500

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
16,689

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
10,676

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 知的障がい者相談員報償金の支出について（平成27年4月～平成27年9月分）
22,800

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 身体障がい者相談員報償金の支出について（平成27年4月～平成27年9月分）
68,400

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
2,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
2,300

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（１０月分ストマ）
83,414

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について（２件分）
16,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(１０月分）の支出について
19,030

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
33,174

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,320

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
10,657

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１０月分）
528,970

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
608,110

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成事業用医療費の支出について（平成２７年１０月分）
82,196

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金について（１０月分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１０月分）
420,720

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２７年１０月分）
9,897

東成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（９月分）
330,680

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（８月分）の支出について
35,251

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪対策用物品「立て看板」買入にかかる経費の支出について
48,500

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,080
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東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰越金の支出について（９月分）
728

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月13日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業　物品（ウィンターパンジー種子外24点）買入にかかる経費の支出について
177,498

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成27年9月分）
5,339

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策用物品「タスキほか１点」買入にかかる経費の支出について
121,651

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業における業務委託経費の支出について（第３四半期分）
3,933,230

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度市民協働による公募型提案委託事業審査委員報酬の支出について(９月１４日実施３件分)
52,419

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大成小学校生涯学習ルーム「手話教室」講師謝礼の支出について（4回目/全5回）
5,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用消耗品（インクカートリッジ外１０点）買入経費の支出について
38,275

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,826

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
700

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「エクササイズで子育ての疲れを吹き飛ばそう」（今里幼稚園PTA）保育者謝礼の支出について
2,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業用物品(カラーペーパー等)の購入経費の支出について
10,594

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
3,000

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（９月分・８月追加分）の支出について
6,744

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まちづくり推進課出張交通経費（９月分・８月追加分）の支出について
912

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用物品（防災リーダー装備品ヘルメット）の買入にかかる経費の支出について
123,120

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事務用コピー料金（９月分）の支出について
41,365

東成区役所 まちづくり推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品「ひったくり防止カバー」買入れにかかる経費の支出について
291,600

生野区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託の実施経費の支出について（７月分）
5,400

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
10,478

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
10,599

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
25,890

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
13,932

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
49,008

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
24,059

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
22,823

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
14,638

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
37,297

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
19,902

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
12,040

生野区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用ボールペン外９６点の購入経費の支出について
17,994

生野区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 9月26日の緊急出勤にかかるタクシー代の支出について
4,080

生野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（平成27年9月号分）
81,395

生野区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成27年度災害対策職員用住宅に係る電話回線使用料（基本料）の支出について（9月分）
2,766

生野区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成27年10月号分）
53,265

生野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（８月分）
13,789

生野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課9月分）
211

生野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課9月分）
201

生野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課9月分）
201

生野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（９月分）
17,490

生野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 大阪市市長選挙の市内出張旅費の支出について（９月分）
1,710

生野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 旅費　普通旅費 大阪府知事選挙の講習会等市内出張旅費の支出について（９月分）
1,710

生野区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成27年10月号分）
385,130

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
3,996

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
23,976

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
36,720

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
57,888
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生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
9,828

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外７点の購入経費の支出について
23,328

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成27年10月号分）
489,421

生野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成27年10月号分）
166,212

生野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業（長期継続）業務委託経費の支出について（平成２７年９月分）
1,998,372

生野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の実施経費の支出について（８月分）
13,593

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成27年９月分）
12,540

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成27年８月分）
24,888

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
2,392

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
1,500

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
4,313

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
902

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　食糧費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
4,312

生野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金の繰入について（総務課10月分①）
902

生野区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年11月22日執行予定の大阪市長・大阪府知事選挙の不在者投票用レターパック買入経費の支出について
25,500

生野区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年11月22日執行予定の大阪市長・大阪府知事選挙の不在者投票用レターパック買入経費の支出について
25,500

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（９月分）
50,534

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
1,442

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
5,469

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
10,619

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所自動扉開閉装置保守業務委託の実施経費の支出について
136,080

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度生野区役所庁舎から排出する産業廃棄物処分業務委託の実施経費の支出について（８月分）
4,860

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎機械警備業務委託経費の支出について（７～９月分）
111,780

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務の実施経費の支出について（９月分）
8,640

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（９月分）
70,113

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用デスクトップパソコンのリース費用の支出について（９月分）
3,780

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（９月分）
10,141

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
5,914

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
7,052

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用コピー料金の支出について（９月分）
30

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
201

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　消耗品費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用コピー料金の支出について（９月分）
29

生野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
201

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（10月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（10月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金平成２７年１０月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２７年１０月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金平成２７年１０月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　平成２７年１０月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年１０月２日支払分
623,979

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
480

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
600

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
1,880

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（８月分）
23,959

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年１０月９日支払分
43,675

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る委託料の支出について（8月分）
3,248,598

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分住民情報担当分）
4,640
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生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 税証明発行窓口事務用　臨時運行許可証申請書・許可証の印刷経費の支出について
28,944

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（１０月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（９月分）
25,290

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・１０月分）
711,845

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（退職・１０月分）
66,681

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
141,831

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,068

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,116

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
89,128

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（９月分）
23,555

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
921,514

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 119～137 19件）
950,000

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　58～65 8件）
1,350,490

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
279,910

生野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
80,521

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年10月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　公立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成27年10月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
270,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
19,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
3,079

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
36,080

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
284,719

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
260,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 生野区地域自立支援協議会に係るガイドヘルパー派遣の支出について
8,750

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,760

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
68,752

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,690

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
68,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
98,928

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
31,574

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
92,556

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８月分）
14,700
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
22,961

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
154,475

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
210,479

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
77,799

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入）の支出について
18,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,060

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
197,316

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（８月分）
16,413

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（８月分）
21,931

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
241,103

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
229,907

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
206,744

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
32,340

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
211,024

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
241,150

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,895

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,660

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,994

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
259,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
9,301

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
14,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
236,838

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
136,188

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
226,962

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　生野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
708,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
1,520

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
3,170

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
3,090

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
323,743

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
44,743

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,542

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,110

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
281,413

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
119,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
228,072
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
196,020

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
118,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,920

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 総務課・小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課・９月分）
6,223

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 生野区地域自立支援協議会に係る手話通訳派遣の支出について
13,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,466

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,222

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,194

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８～９月分）
352,134

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
100,810

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
3,300

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度ＢＣＧ予防接種にかかる報償金の支出について（９月分）
49,780

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成27年度９月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
62,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度９月分地域健康講座（メタボリックシンドロームの予防）にかかる講師料の支出について
8,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度９月分地域健康講座（残暑をのりきるための健康体操）にかかる講師料の支出について
8,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費平成27年6月から平成27年9月分(4ヶ月分）の支出について（10月16日振込分）
260,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費平成27年6月から平成27年9月分(4ヶ月分）の支出について（10月16日振込分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費平成27年6月から平成27年7月分(2ヶ月分）の支出について（10月16日振込分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年９月分・乳幼児健診等用報償金の支出について
348,140

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
100,885

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
8,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
390,128

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
209,120

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,536

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,659

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,576

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,001

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
5,216

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
289,135

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
172,860

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
240,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
218,738

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
108,832

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
285,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
170,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,849
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
767

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,275

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
392,611

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
391,897

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
149,040

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
58,073

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
216,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,620

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
29,803

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
16,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「発達に課題のある子どもへの支援の充実事業　ペアレントトレーニング（10月1日分）」にかかる保育担当謝礼の支出について
7,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「発達に課題のある子どもへの支援の充実事業 いくみんすくすくスクール（9月28日分）」にかかる作業療法士謝礼の支出について
15,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間１００歳以上高齢者に贈呈する記念品の購入経費の支出について
68,758

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
1,804

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
3,484

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判に関する診断書作成経費の支出について
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,590

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,081

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
424,246

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
50,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
26,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
800,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
380,744

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
14,408

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
95,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
170,342

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
44,240

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,138

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる11月分生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
212,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
13,032

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
1,804

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
5,714

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
15,257

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成27年10月）
930,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成27年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
290,950

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成27年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
1,413,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
222

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
215,950

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,943

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
712

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
499,501

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
189,740

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,554

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
589,928

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,995

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,011

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,384

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,829

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,965

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,091

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,679

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
121,960

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
62,156

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８～９月分）
321,977

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
226,770

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（８～９月分）
346,811

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
14,610

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
234,670

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判に関する診断書作成経費の支出について
4,320

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判に関する診断書作成経費の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
215,767

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
478,112

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,676

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,861

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
204,538

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
195,944

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
75,560

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,118

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,087

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,305

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,362

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
59,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
2,214

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
30,368

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,480
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,220

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
1,445,661

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,797

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
530,539

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
66,634

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,182

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
299,495

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１０月分）
593,121

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
113,900

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
92,660

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
386,519

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
230,840

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
206,856

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
215,380

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
194,028

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月分）
68,651

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 身体障がい者・知的障がい者相談員事業にかかる報償金の支出について（上半期）
102,600

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
5,540

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
6,047

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（９月分）
11,242

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
9,586

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
28,719

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
8,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（9月分）
388

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
32,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
16,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,677

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,550

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,550

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
77,800

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
8,200

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,260

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
82

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
593,198

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
106,517

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
2,820

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
29,416

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,616

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
600
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生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健）・市内出張旅費８・９月分の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
85,821

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
20,202

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
16,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
2,518

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
16,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
16,400

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
10,854

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（９月分）
10,088

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
114,027

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬の支出について
1,133,272

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬の支出について
8,180

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,522

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
28,507

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（9月分）
1,450

生野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
583

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度市民協働型自転車利用適正化事業にかかる委託費の支出について（地下鉄南巽駅・北巽駅周辺　8月分）
38,880

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度生野区における夜間の青色防犯パトロール業務委託にかかる実施経費の支出について（８月分）
177,282

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・地下鉄小路駅周辺）にかかる委託料の支出について（8月分）
65,520

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について(東中川）
150,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（８月分）
5,407

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（８月分）
48,415

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（８月分）
2,740

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業用　種子等買入経費の支出について
160,606

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域自主防災活動支援事業地域防災リーダー用装備品（その2）買入経費の支出について
222,836

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（８月分）
29,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 生野区役所における平成27年国勢調査オンライン回答専用端末等の借入経費の支出について
382,536

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（8月分）
46,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第3四半期分）
1,802,950

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査にかかる物品搬入業務経費の支出について
85,860

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び地域ボランティアによる福祉のまちづくり「ご近助パワフルサポート事業」用委託料の支出について（第3四半期分）
3,987,390

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅・北巽駅周辺）にかかる委託料の支出について（９月分）
38,880

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立生野区民センター管理運営経費の支出について（第３四半期）
8,778,044

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度生野区コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第３四半期）
2,380,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・地下鉄小路駅周辺）にかかる委託料の支出について（９月分）
65,520

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（9月分）
6,153

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成２７年国勢調査にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
6,940

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（７月分）
20,940

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
2,132

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
2,408

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
3,238

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
8,651

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
280

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
250

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
27,656
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生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
725,112

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成２７年国勢調査にかかる市内出張交通費の支出について（７月分）
1,890

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
189

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「人権啓発推進員Aブロック研修会」にかかる講師謝礼の支出について
8,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
7,848

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
2,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
5,460

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課１０月分）
8,640

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
4,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
5,604

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区民レクリエーション事業にかかるボランティア・市民活動行事保険料の支出について
80,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（９月分）
29,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度生野区における夜間の青色防犯パトロール業務委託にかかる支出について
157,584

旭区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
156,600

旭区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
62,640

旭区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　企画編集業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
62,640

旭区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年８月分・ＫＤＤＩ）
40,000

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放課後おさらい事業用教材の購入にかかる経費の支出について
15,066

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年８月分）
41,730

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年８月分）
1,816

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成27年８月分）
34,666

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 広報事務用　点字プリンタ修繕業務所要経費の支出について
71,280

旭区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年８月分ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
51,480

旭区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
205,920

旭区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区広報紙用　印刷業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
51,480

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
23,263

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
799

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
3,800

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年８月分・日本デジコム）
73,500

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報端末　長期借入経費の支出について（平成２５年１０月～平成３０年２月借入）（平成２７年９月分）
82,177

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報端末　長期借入経費の支出について（平成２６年３月～平成３０年２月借入）（平成２７年９月分）
249,202

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
4,100

旭区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
4,100

旭区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働　平成27年６月～平成27年７月分）
3,880

旭区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内員業務従事者派遣（長期継続契約）に係る経費の支出について（９月分）
162,900

旭区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直用寝具借入にかかる支出について（９月分）
9,720

旭区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
61,644

旭区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
61,644

旭区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 旭区広報紙用　新聞折込広告業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
246,577

旭区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
194

旭区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
41,148

旭区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
13,770

旭区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナー購入にかかる経費の支出について
103,842

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
612

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
414

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
2,158

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
5,896
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旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
120

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
12,242

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２７年９月分）
22,420

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
89,980

旭区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
56,954

旭区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、大型消火器カバーほか２点購入経費の支出について
216,842

旭区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務にかかる支出について（平成２７年９月分）
36,720

旭区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる支出について（平成２７年度９月分）
599,867

旭区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年８・９月分事務費）
164

旭区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分常時啓発費）
5,740

旭区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所雑排水ポンプ及び汚水ポンプに係るチャッキ弁の修繕費の支出について
212,760

旭区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年10月分（9月使用分≪6月17日契約切替による新契約分≫）専用回線電話代の支出について
28,259

旭区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
31,263

旭区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
7,815

旭区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区広報紙用　配付業務所要経費の支出について（平成２７年１０月号）
7,815

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２７年１１月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　放課後おさらい教室指導員報償金の支出について（９月分）
351,300

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年10月分（9月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年10月請求（9月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
727

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成27年９月分・日本デジコム）
73,500

旭区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する一般廃棄物収集運搬・処分業務委託にかかる支出について（平成２７年９月分）
29,218

旭区役所 市民協働課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森４丁目）９月分
295

旭区役所 市民協働課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森２丁目）９月分
295

旭区役所 市民協働課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森６丁目）９月分
295

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　第1回あさひ”ちょこっと”ＷＡＫＵ×ＷＡＫＵセミナーの講師謝礼金にかかる支出について
16,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業用　山土ほか10点の購入にかかる経費の支出について
168,480

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（大宮３丁目）９月分
295

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）２回目
9,100

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成27年9月分②小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
3,800

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分②小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
520

旭区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年9月分②小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
1,800

旭区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（８月分）
25,767

旭区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（８月分）
8,997

旭区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり事業用　花と野菜の土・花の種ほか７点の購入にかかる経費の支出について
235,959

旭区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度「あさひ”ちょこっと”WAKU×WAKUセミナー」チラシ及びポスターの印刷にかかる支出について
43,761

旭区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年10月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
10,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月・前半）
1,814

旭区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年10月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
3,283

旭区役所 市民協働課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月・前半）
1,394

旭区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 城北公園ファミリーフェア事業用　イベントカラーほか９点の購入にかかる経費の支出について
14,774

旭区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（９月分）
7,531

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 家庭教育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について（思斉特別支援学校ＰＴＡ）
10,400

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
410

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
488

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
2,160

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
1,066

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（９月分）
6,576

旭区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
5,201
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旭区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　第2回あさひ”ちょこっと”ＷＡＫＵ×ＷＡＫＵセミナーの講師謝礼金にかかる支出について
14,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成27年9月分）
60,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（新森３ヵ所）１０月分
896

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　生涯学習ルーム事業業務委託経費の支出について（下半期分）
180,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立旭区民センター施設管理運営業務代行料第２四半期（平成２７年７月～９月分）の支出について
13,641,012

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　小学校区教育協議会－はぐくみネット－事業業務委託経費の支出について（下半期分）
450,000

旭区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成27年度　旭区学校体育施設開放事業委託経費の支出について（下半期分）
600,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年10月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
228,248

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般及び退職）の支出について
14,040

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
2,479

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
7,932

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
991

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
991

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
12,977

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用コピー代（８月分）の支出について
1,441

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
1,570

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（８月分）
22,063

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
2,511,950

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
180,586

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（９月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 出張旅費（９月分）の支出について
600

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
111,689

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,221

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
62,499

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,252

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
51,226

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
340,016

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
102,533

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
92,952

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１０月執行追加分）
34,992

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成27年10月分　国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
767,046

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
550,000

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１０月執行分）
845,197

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
82,189

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
82

旭区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１０月執行追加分２）
20,369

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,105,975

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第２四半期）の支出について
1,059,725

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２７年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）１０月分の支出について
20,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）１０月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 マタニティカフェ用　封筒ほか２点購入経費の支出について
10,510

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度高齢者住宅改修給付金の支出について
270,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
323,293

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度９月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780
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旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
32,445

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
38,293

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
159,442

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
4,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
176,448

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
51,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
175,548

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
145,808

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
20,880

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
42,830

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（８月分）
13,543

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「マタニティカフェ」における講師謝礼の支出について（9月分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち事業)の支出について（９月分）
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
16,977

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
47,160

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
376,820

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
17,800

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（８月分）
65,642

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（８月分）
40,354

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
306,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 「あさひ健康大学」における講師謝礼の支出について
5,080

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
160,802

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
32,542

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
73,760

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
385,560

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　家財処分料の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
248,569

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健衛生）コピー代の支出について（８月・分館８月分）
26,875

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
53,730

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年７月分の支出について
720

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年８月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年７月分の支出について
4,060

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年８月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年７月分の支出について
720

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
322,938

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
261,360

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年６月分の支出について
720

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（７～９月分）の支出について
20,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年６月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 リーフレット「大丈夫ですか！？生活習慣病」印刷にかかる経費の支出について
59,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業における講師謝礼の支出について（９/１４開催）
9,020

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
282,047
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旭区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
72,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
35,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
4,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年度市立保育所賄材料費（１０月分）の支出について
1,868,760

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
78,020

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　検査料の支出について
30,220

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
389,208

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
886,620

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
125,954

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　不動産鑑定費用等の支出について
95,500

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
315,194

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成27年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
9,388

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成27年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
700

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
196,321

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
55,439

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
49,895

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
101,750

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
171,850

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
15,500,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
8,600,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
230,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　福祉用具購入費の支出について
19,126

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　通院移送費の支出について
880

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
600,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　葬祭費の支出について
221,976

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
7,887

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成27年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
530

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
40

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第３四半期大阪市母子福祉貸付代金の支出について
2,452,998

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金について（平成２７年９月分）
77,720

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年９月分の支払いについて
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年９月分の支払いについて
246

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年９月分の支払いについて
334,087

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（９月分）
3,101

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料　平成２７年９月分の支払いについて
62,986

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
723,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
845,500

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 「はじめての骨盤体操＆ストレッチヨガ」における講師謝礼の支出について
9,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成２７年９月分後納郵便料金の支出について
97,175

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
24,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具（ストマ・紙おむつ）給付金の支出について
349,996

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
373,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１回目分／２回）
14,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 市長申立てにかかる診断書料の支払について
3,240

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
2,060

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
92

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
4,838
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旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度　あさひあったかきち事業用　あさひあったかきち運営事業委託に係る委託料の支出について
709,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,600

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,710

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,069

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,632

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,033

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
26,900

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
738

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,378

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
392

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
92

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
723,197

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,652

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
405

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,587

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,216

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
173,177

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年４月分の支払いについて
300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年４月分の支払いについて
870

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２７年４月分の支払いについて
780

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　生活移送費の支出について
349,320

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
341,639

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
895,215

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
55,614

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
396,729

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　長期入院患者例外的給付の支出について
44,640

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
115,460

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費の支出について（１１月追加分）
142,000

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
215,400

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
212,436

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費の支出について（１１月追加分）
5,500

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
492

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
140

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
222

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
574

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
35,844

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業における講師謝礼の支出について（１０/１７開催）
21,300

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２７年度　家族教室事業における講師料の支出について（９/２開催）
10,700

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,448

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,062

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
2,154

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
18,439

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
21,818

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
201

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
27,856
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旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
357,255

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
19,208

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
47,076

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年9月分　乳幼児健康診査等医師等報償金の支出について
285,760

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分　保健福祉課（保健・子育て支援担当）後納郵便料金の支出について
11,912

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,102

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,486

旭区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,864

城東区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課　市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
13,280

城東区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政情報等の情報発信力強化事業　ワイヤレスネットワーク通信料（８月分）の支出について
3,693

城東区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への区広報誌「ふれあい城東（平成27年9月号）」配付業務にかかる委託料の支出について
195,088

城東区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まち予算　保健福祉課（生活支援）市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
560

城東区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 城東区広報板修繕業務（その３）にかかる費用の支出について
53,568

城東区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
36,063

城東区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
19,096

城東区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
15,230

城東区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　学校選択制説明会に伴う手話通訳謝礼金の支出について（第1回）
10,500

城東区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　電話機外１点の買入にかかる費用の支出について
112,320

城東区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」点字版作成業務委託にかかる経費支出について（平成27年10月号）
77,976

城東区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２７年９月請求分）
2,735

城東区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」企画・編集業務（平成27年10月号）にかかる経費支出について
345,600

城東区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支払いについて(８月分)
5,400

城東区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
1,340

城東区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　蛍光灯外４２点の購入費用の支出について
111,650

城東区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小中学校猫対策事業にかかる猫糞害軽減器買入に伴う同経費の支出について
36,882

城東区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 国勢調査用　市内出張旅費の支出について（平成２７年８月分）
1,740

城東区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 城東区区政会議用お茶の買入にかかる費用の支出について
8,019

城東区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる経費支出について（平成２７年９月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる経費支出について（平成２７年９月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まち予算　保険年金市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
960

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分）
20,346

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」10月号概算印刷にかかる経費支出について
896,616

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分）
34,636

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分）
19,044

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(７月追加分)
450

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」10月号新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
964,202

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分）
2,425

城東区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年１０月分）
2,425

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　自転車１５台の買入にかかる費用の支出について
173,340

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料　平成２７年９月分の支出について
244,585

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話窓口事業にかかる通信費（平成２７年９月分）の支出について
14,044

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎管理用　自転車１５台の買入にかかる費用の支出について
9,000

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
174

城東区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
7,370

城東区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課　市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
16,092

城東区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２７年９月分：総務課・市民協働課・保健福祉センター分館）
128,426

城東区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成27年9月分）
10,988
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城東区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２７年９月分：総務課・市民協働課・保健福祉センター分館）
3,699

城東区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２７年９月分：総務課・市民協働課・保健福祉センター分館）
10,107

城東区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　城東区広報誌「ふれあい城東」10月号SP版(音声版)コード製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
62,208

城東区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への区広報誌「ふれあい城東（平成27年10月号）」配付業務にかかる委託料の支出について
172,390

城東区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所駐輪整理等業務委託にかかる経費の支払について（９月分）
69,300

城東区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について(９月分)
9,720

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成27年9月分）
90,858

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　学校選択制説明会に伴う手話通訳謝礼金の支出について（第2回）
10,500

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　はぐくみネツト事業　講師謝礼の支出について　(平成27年9月12日　城東小学校区　実施分)
4,000

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について(平成27年8月･9月分)
71,000

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まち予算　保健福祉課（福祉）にかかる市内出張旅費の支出について（平成２７年7,８月分）
6,640

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（１０月請求分）の支出について
16,202

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（１０月請求分）
3,814

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区保健福祉センター分館及び老人福祉センターの警備委託業務にかかる支出について(９月分)
14,580

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分)
14,040

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 旅費　普通旅費 大阪市長・府知事選挙にかかる市内出張旅費の支出について（その１）
150

城東区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 旅費　普通旅費 大阪市長・府知事選挙にかかる市内出張旅費の支出について（その１）
150

城東区役所 市民協働課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険の保険料の支出について
24,600

城東区役所 市民協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「こども110ばんの家」事業にかかる「こども１１０ばんの家　児童用マニュアル（シール部分含む）印刷経費の支出について
89,100

城東区役所 市民協働課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について（培養土）
107,568

城東区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 城東区スポーツカーニバル開催にかかる消耗品購入経費の支出について（横断幕）
50,544

城東区役所 市民協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（９月分）
1,361

城東区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業にかかる物品の購入経費の支出について（防犯ブザー）
547,128

城東区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（9月利用分）
8,804

城東区役所 市民協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（平成27年9月分）の支出について
280

城東区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料（防災関連事務及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
2,624

城東区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料（防災関連事務及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
324

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 城東区民センター及び城東区老人福祉センター指定管理予定者選定会議委員への報償金支払いについて
208,176

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる物品の購入（交通安全タスキ）に伴う経費支出について
71,280

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 城東区地域防災リーダー（鯰江東連合）にかかるボランティア活動保険料の支出について
2,400

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立城東区民ホール指定管理に伴う施設管理業務代行料の支出について（第２四半期７月～９月）
6,646,405

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度城東区コミュニティ育成事業委託料の支出について（全２回中第２回）
4,131,482

城東区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分　その２）
4,800

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年10月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(資金前渡：平成27年10月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・退職）支払資金の支出について
20,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所窓口サービス課住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる同委託料の支出について（平成27年8月分）
2,134,683

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント記念事業　乳幼児用ガーゼハンカチの購入費用の支出について
225,504

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
209,584

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用油性マーカー他20点の購入費用の支出について
29,797

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
125,687

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,080

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,800

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
4,608

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
187,172

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
755,024

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
236,860
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城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年9月分)
6,677

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年9月分)
16,022

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成27年9月分)
4,005

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(10月29日支払い)
809,345

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(10月29日支払い)
750,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(10月29日支払い)
100,000

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(10月29日支払い)
634,790

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について【退職】(10月29日支払)
15,843

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
2,810

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
30,244

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
44,398

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
39,300

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
138,497

城東区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（27.9月分）の支出について
461

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度城東区子育て支援情報誌「わくわく城東」発行業務委託に伴う経費支出について（第3四半期）
360,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
141,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
48,395

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修費）の支出について
3,867

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
411,276

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２７年１０月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２７年１０月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
170,832

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
240,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
1,998

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
123,415

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
283,673

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
113,340

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,333,642

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
554,831

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
141,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費）の支出について
30,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費）の支出について
12,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
33,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
158,740

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
203,955

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
71,840

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成27年8月分)
2,640

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２７年９月分　就労自立給付金の支出について
78,536

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　城東区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
402,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
173,538

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
116,400

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
9,769

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき・かみかみ百歳体操事業用　咀嚼力判定ガムの購入経費の支出について
162,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
5,455

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
6,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
6,780

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
1,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
20,000
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城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年度９月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
118,682

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度９月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
11,758

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
183,233

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
15,124

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
3,280

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
3,920

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
10,230

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
159,262

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越し代）の支出について
185,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（リバースモゲージ手続きに係る不動産鑑定料）の支出について
299,527

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 健康づくり展げる講座用　液体のり外１４点の購入にかかる支出について
17,820

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『絵本で子育て！みんなで子育て！』事業用　のぼりの購入経費の支出について
68,040

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
9,868

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
11,619

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
22,240

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
290,447

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
132,184

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険関係事務用　テープのりカートリッジ外１５点の購入経費の支出について
61,192

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会にかかる委員の食糧（緑茶）の購入経費の支出について
14,929

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年９月支給決定分の支出について
548,672

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について(代理受領方式）
825,274

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
707,093

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
25,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 2015年度　社会福祉士実習指導者講習会の受講に伴う受講費の支出について
15,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
34,160

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
210,695

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年月９月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
617,070

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『絵本で子育て！みんなで子育て！』事業用　絵本の買入（その２）に伴う経費支出について
217,731

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
286,771

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
336,279

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用　パンチラベル外２１点の買入に伴う経費支出について
39,887

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
64,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
524,754

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
801,865

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年９月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,190

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
23,673

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『絵本で子育て！みんなで子育て！』事業用　絵本の買入（その１）に伴う同経費の支出について
459,523

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
415,936

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,450,244

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
300,224

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
93,570

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年度１０月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
106,669

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月分）
33,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月分）
16,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年度１０月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月分）
350,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具）の支出について
1,426
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城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度１０月支給分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
5,440

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
176,364

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月分）
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月分）
2,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（資金前渡：平成２７年１０月分）
2,782,700

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金・生活資金：10月～12月分）の支出について
1,885,500

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健業務用平成27年8月分出張旅費の支出について
1,040

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康まつり事業用　養生テープ外１２点の購入費用の支出について
46,388

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
7,767

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
19,877

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
16,044

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
52,398

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
5,454

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
328

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
280,800

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
197,586

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
328

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
574

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
492

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
574

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
42,136

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
1,148

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
82

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成27年9月分）
485

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
6,259

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
605

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
27,529

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
984

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
42,529

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
66,269

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
5,784

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
21,203

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（27年9月分）
6,354

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
154,241

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
246

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
213,300

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便(受取人払)の支出について(平成27年9月分)
58,426

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の支出について(平成27年9月分)
406,177

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
661,159

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
9,838

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
15,564

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について（口座振替不能分）
52,885

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
121,008

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
112,684

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
611,626

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２７年１１月  ２回目分）
27,520

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
433,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
8,672
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城東区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
8,496

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年9月分）
3,301

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年9月分）
24,940

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年9月分）
481

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
256,138

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２７年１０月支給決定分の支出について
22,608

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成27年9月分）
36,683

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
245,760

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
134,515

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
178,600

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
45,166

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
391,478

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座における報償金の支出について（9月分）
9,080

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用　「脳活性について」のリーフレット印刷経費の支出について
21,384

城東区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー代の支出について（27年9月分）
8,943

鶴見区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（８月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課８月分）
25,890

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
864

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,620

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,804

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
936

鶴見区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課８月分）
860

鶴見区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区人材育成事業「褒める・認める組織風土醸成研修」に係る業務委託料の支出について
103,680

鶴見区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン一式借入（再リース分）にかかる経費の支出について（９月分）
16,092

鶴見区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用（区役所各事業用）刊行物の購読経費の支出について（平成27年４月～９月分）
24,222

鶴見区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用（区役所各事業用）刊行物の購読経費の支出について（平成27年４月～９月分）
27,054

鶴見区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
9,315

鶴見区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用寝具類の借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,720

鶴見区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 統計調査事務用トナーカートリッジ購入に係る経費の支出について
215,913

鶴見区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,598

鶴見区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,834

鶴見区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処分業務委託経費の支出について（９月分）
21,000

鶴見区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理事務用大判プリンター購入にかかる経費の支出について
251,640

鶴見区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,132

鶴見区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
353,700

鶴見区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,261

鶴見区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
482

鶴見区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,462

鶴見区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 平成27年度鶴見区福祉バス運行業務委託経費（9月分：6回目/12回）の支出について
1,079,955

鶴見区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用AED（自動体外除細動器）セット一式長期継続借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理事務用大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務の支出に係る経費について（９月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
2,993

鶴見区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー使用にかかる経費の支出について（９月分）
89,139

鶴見区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
217,229

鶴見区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
3,780

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民まつり生涯学習体験コーナー実施にかかる消耗品購入経費の支出について
12,220

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全対策事業（放置自転車啓発活動）にかかる啓発物品購入経費の支出について
18,792

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 交通安全対策事業（放置自転車啓発活動）にかかる啓発物品印刷経費の支出について
36,720



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用ヘリウムガス外４点購入経費の支出について
71,928

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度青少年健全育成事業用「鶴見区青少年カーニバル」におけるポスター及びチラシ作成に係る経費の支出について
51,840

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用フック付車内カラッポ宣言車カード購入経費の支出について
280,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度今津校下人権学習会の実施及び同所要経費の支出について
12,760

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用消耗品購入経費の支出について
16,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業用「鶴見区青少年カーニバル」における缶バッチの作成業務に係る経費の支出について
75,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業にかかる啓発物品の制作および所要経費の支出について
21,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区青少年育成事業（世界にはばたく人材の育成事業「つるみで異文化交流」）における報償金の支払いについて（９月分）
11,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用(人権)郵便料の支出について(9月分)
1,492

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成27年９月分）
5,830

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（発達障がいサポート・学校選択制）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（発達障がいサポート・学校選択制）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
914

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制希望調査票回収用）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
112,714

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（9月分）にかかる報償金の支払いについて
20,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
5,757

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
4,924

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
1,215

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
890

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
1,194

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
192

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成27年9月分）
2,591

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（青少年育成）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,100

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成27年度「鶴見区人権を考えるつどい」開催にかかる周知用ポスター・チラシの印刷経費の支出について
42,984

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 青少年「夢・未来」創造事業における（ダンス授業）の開催にかかる報償金の支出について
92,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区青少年育成事業（世界にはばたく人材の育成事業「つるみで異文化交流」）における報償金の支払いについて（１０月分）
11,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
3,750

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
328

鶴見区役所 地域活動支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第２四半期分）
16,286,300

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年10月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成27年10月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の10月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の10月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用（戸籍事務）返信用切手購入経費の支出について
20,800

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（８月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２７年１０月７日払）
164,345

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）基本使用料等の支出について（８月分）
3,814

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
835,810

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
800,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
828,581

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
88,466

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２７年１０月１６日払）
67,180

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（９月分）
77,876

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２７年１０月２９日払）
241,709

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用コピー代金（９月分）の支出について
14,356

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（９月分）
11,838

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
12,243

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
51,165

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
48,770
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
39,384

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　管理）
393,738

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
84,884

鶴見区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
91,594

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
19,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年6～8月分）
242,438

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
384,677

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　１０月分）の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　１０月分）の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
92,643

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
56,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
9,432

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
32,256

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
98,992

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
16,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
31,649

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
8,488

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
49,895

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
16,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
184,376

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
322,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
205,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費、校外活動費の支出について（平成27年5～7月分）
389,964

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
48,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる長期入院患者診療報酬の支出について
25,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる検査料の支出について
8,010

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護世帯にかかる出産扶助費の支出について
287,380

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
56,857

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業「高齢者福祉月間に伴う記念品(タオルセット)」の購入経費の支出について
39,657

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修の支出について
9,412

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
86,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
2,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
4,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
40,731

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
1,728

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
5,211

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
2,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
816

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
423

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
3,259

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
6,871

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉業務関係事務用消耗品購入経費の支出について
9,180

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発活動実施にかかるＡ４コットンバッグ作成経費の支出について（安心して子どもを育てる地域づくり事業）
214,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
1,049,967

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について
65,130

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
25,920
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
154,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
231,146

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（8月分）
1,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる校外活動費の支出について（平成27年7月分追給）
2,036

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 子育て支援事務にかかる出張旅費（8月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月7日支払）
126,188

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（10月7日支払）
34,590

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
72,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当総合就職サポート事業にかかる市内出張交通費等の支出について（平成27年4～8月分）
3,260

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（平成27年4～7月分）
9,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 職業紹介責任者責任者届出用住民票取得にかかる手数料の支出について
200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
19,505

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
6,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
43,436

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（10月分）
126,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（８月分）の支出について
1,140

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援グループ出張旅費（８月分）の支出について
420

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
310,239

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当任期付職員にかかる市内出張交通費等の支出について（平成27年4～5月、8～9月分）
7,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～９月分）
47,879

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
68,450

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
383,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（６～７月分）
28,749

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師謝礼の支払いについて（9月15日実施分）
9,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
3,353

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
203,228

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
12,974

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
40,389

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
22,259

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２７年度９月分)
323,570

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 臨時給付金説明会の出席に係る市内出張交通費の支出について
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸金貸付事業に係る寡婦福祉貸付金の支出について（第３四半期）
162,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度9月分)
840

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
1,935

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
702

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度9月分)
640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
2,441

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
2,399

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
2,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度9月分)
1,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成27年度9月分)
5,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
13,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
402

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
256

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年度9月分)
8,942

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
1,031,176
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
16,768

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
21,816

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
153,689

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
16,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
142,611

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
6,036

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,510

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
3,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
23,475

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
220,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
16,308

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る母子福祉貸付金の支出について（第３四半期）
486,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
19,471

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
3,780

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
6,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
6,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
547,873

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
244,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
10,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
19,440

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 11月分生活保護費の支出について
8,457,567

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 11月分生活保護費の支出について
5,090,302

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 11月分生活保護費の支出について
131,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
50,626

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 11月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 11月分生活保護費の支出について
220,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　１０月分の支出について
970,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月26日支払）
146,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 安心して子どもを育てる地域づくり事業用　第7回「鶴見区子ども安全大会」における参加者レクリェ―ション保険にかかる経費の支出について
18,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
5,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
101,069

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
55,439

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
282,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
15,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
256

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者支援事務用に係る後納料金（受取人払）郵便料（９月分）の支出について
1,261

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
232

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
24,474

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
3,608

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
79,962

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
278,111

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
32,860

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～１１月分）
120,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～１１月分）
48,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
24,000
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
39,247

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具（ストマ用具等）給付金の支出について（８～９月分）
20,268

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,240

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,724

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,814

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
738

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
11,008

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
3,672

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
410

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
5,595

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
12,072

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
86,654

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
10,988

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
10,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成27年度9月分)
19,569

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
3,362

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
806

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,646

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（9月分）の支出について
95

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（9月分）の支出について
2,821

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（9月分）の支出について
379

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（9月分）の支出について
132

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（9月分）の支出について
4,046

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用「第８回　食育フェスタ」参加者レクリエーション保険にかかる経費の支出について
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区地域有償ボランティア育成事業業務委託にかかる経費の支出について（後期分）
4,047,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　賠償金 一般管理事務用平成27年6月分郵便料金後納利用額延滞料の支出について
5,355

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活困窮者自立支援事業にかかる９月分コピー料金の支出について
294

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 9月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
231,285

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 9月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
30,535

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（9月分）
4,631

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費・校外活動費の支出について（平成27年9月分）
364,945

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費の支出について（平成27年6～7月、9月分）
162,934

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（平成27年8～9月分）
328,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
132,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について（平成２７年度９月分）
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談にかかる歯科医師等報償金の支出について（平成２７年度９月分）
31,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
2,407

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２７年度９月分)
293,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,582

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（9月分）
1,138

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
19,872
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鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（9月分）
822

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（9月分）
4,864

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
8,232

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
22,678

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（9月分）
3,466

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
9,586

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（9月分）
3,873

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
496

鶴見区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
2,500

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用コピー代金（８月分）の支出について
2,165

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動支援事業に係る園芸用消耗品の購入経費の支出について
184,312

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見魅力創造事業用「つるみワールドフェスタ」会場設営及びＰＡ機器操作等業務委託並びに同経費の支出について
360,396

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（10月号分）
290,736

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）点字版製作業務委託にかかる経費支出について（10月号分）
65,661

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見魅力創造事業用鶴見活性化楽園会議企画イベント開催にかかる参加者イベント保険及び同経費の支出について
3,600

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 魅力創造事業用鶴見活性化楽園会議企画イベントのチラシ印刷及び同経費の支出について
54,000

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
34,779

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
6,899

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷にかかる経費支出について（10月号分）
502,939

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事務用コピー代金（９月分）の支出について
623

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用コピー代金（９月分）の支出について
498

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用ＵＳＢメモリー外８点の購入経費の支出について
24,397

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用住宅地図購入経費の支出について
23,328

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
164

鶴見区役所 魅力創造課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成27年４月号～平成28年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費支出について（10月号分）
412,704

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区役所産業廃棄物（汚泥）処理業務委託（単価契約）にかかる支出について（１回目）
4,665

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）①
8,640

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）①
2,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）①
298

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）①
2,894

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）①
4,040

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度庁舎維持管理用ガス使用料の支出について（９月分）
156,311

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬及び処分業務にかかる経費の支出について
174,744

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度第2回阿倍野区区政会議（コミュニティ部会）における有識者招へいにかかる報償金の支出について
14,177

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
353,160

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成25年度契約分）（平成27年9月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度契約分）（平成27年9月分）
2,028

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２７年１１月分）
168,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用簡易専用水道定期検査の実施にかかる費用の支出について
8,100

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年９月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（９月分）
71,321

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度請求分庁舎維持管理用水道料金の支出について（９月分）
148,774

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙にかかる投票用紙送付用レターパックプラス外2点の購入費の支出について
53,135

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙及び大阪府知事選挙にかかる投票用紙送付用レターパックプラス外2点の購入費の支出について
53,135

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分選挙事務用後納郵便料の支出について（常時選挙事務用及び大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用）
328

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分選挙事務用後納郵便料の支出について（常時選挙事務用及び大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用）
8,372

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分選挙事務用後納郵便料の支出について（常時選挙事務用及び大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用）
87
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阿倍野区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分選挙事務用後納郵便料の支出について（常時選挙事務用及び大阪市長選挙及び大阪府知事選挙事務用）
87

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度第２回区政会議（コミュニティ部会）の議事録作成経費の支出について（９月１４日開催分）
35,424

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直用寝具の借入にかかる費用の支出について（９月分）
9,720

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（９月分）
4,353

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（９月分）
84,176

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
12,806

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
1,560

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（９月分）
31,752

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（９月分）
11,664

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
156

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
328

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
9,136

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
2,024

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
9,136

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（１０月分）①
2,024

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年４月～９月分総務課等事務用新聞購読にかかる経費の支出について
12,300

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用等 後納郵便料の支出について（９月分）
3,888

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用等 後納郵便料の支出について（９月分）
18,992

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２７年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
27,660

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２７年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（１０月分）
849,601

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用庁舎設備修繕業務にかかる経費の支出について
38,556

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当用後納郵便料の支出について（９月分）
77,552

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 旅費　普通旅費 平成２７年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,580

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 国勢調査インターネット回答伝達業務に係る深夜帰宅交通費（９月２４日分）の支出について
1,000

阿倍野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平成２７年度　職員採用試験試験官事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,160

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 つながりフェスタ用のぼり旗購入経費の支出について
81,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（８月分）
375,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成27年9月分1回目)
5,285

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野区民センター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
10,475,344

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業「平成27年度阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
257,962

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について（９月分）
243,180

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　セロハンテープ外15点の購入に係る経費の支出について
61,182

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年９月分）
4,948

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年９月分）
246

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成27年９月分）
88,658

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 企画調整課（企画調整）における後納郵便経費の支出について（平成２７年９月分）
4,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報事業「阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
288,316

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）水道料金の支出について
857

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（９月分）水道料金の支出について
1,445

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報事業「阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
108,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 区防災事業用　ガソリン缶詰めの買入にかかる経費の支出について
96,228

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
19,006

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
164

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 交通安全運動の推進事業外２事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
492

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２７年９月分）
57,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
820

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他１事業にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
82

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 阿倍野区英語交流事業の経費の支出について（９月分）
375,000
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阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのつながりフェスタにかかる賠償責任保険料の支出について
5,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙『広報あべの』配付業務委託」にかかる経費の支出について（１０月号）
78,693

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写にかかるコピー代金の支出について（９月分）
5,378

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整担当事務用消耗品の購入に係る経費の支出について
12,231

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整担当事務用消耗品の購入に係る経費の支出について
39,787

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整担当事務用消耗品の購入に係る経費の支出について
157,458

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業　インバーター発電機ほか１点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
27,322

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整担当事務用消耗品の購入に係る経費の支出について
17,685

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業にかかる（１０月分）電気料金の支出について
4,693

阿倍野区役所 企画調整課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区防災事業　インバーター発電機ほか１点（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
1,587,278

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１０月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる１０月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者還付金）
5,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年９月分）②
398,019

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２７年１０月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２７年１０月分）
450,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
234,214

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（27年9月分）の支出について
1,120

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険管理）における市内出張交通費（27年9月分）の支出について
480

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
100,661

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる保険者間調整における療養費の支出について（２７年度１０月支払分）
14,456

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
1,790

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
88,456

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
106,128

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
352,835

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年１０月分）
400,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
86,313

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成27年9月分）
94,790

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度区民サービス課（戸籍）事務用官製はがきの購入にかかる経費の支出について
10,400

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２７年１０月分）
390,157

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年１０月分）
977,072

阿倍野区役所 区民サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険にかかる保険料過誤納金の還付について（一般）
48,122

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
178,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年１０月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２７年１０月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成27年８月28日受付　平成26年12月、平成27年１月、２月、３月、４月、５月利用分）
13,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費等の支給について（平成27年８月28日受付　平成26年12月、平成27年１月、２月、３月、４月、５月利用分）
13,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
48,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
32,256

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,204

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
91,570

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成２７年８月分）
24,493

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年９月）
213,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年８月）
7,990

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
31,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
146,714
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
7,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２７年８月）
61,975

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展及び健康づくり推進事業における物品の購入にかかる経費の支出について
17,172

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康展及び健康づくり推進事業における物品の購入にかかる経費の支出について
55,188

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料（10月11日実施分）の経費の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
168,342

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年９月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
320,923

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,336

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
130,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
156,047

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年９月）
229,270

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
256,937

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
253,998

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
134,526

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
10,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年９月）
237,096

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（9月分）の支出について
10,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　阿倍野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について(10月分)
222,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２７年８月分）の支出について
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（９月分）
114,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
159,924

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
69,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の社会復帰相談事業移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について
660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
65,107

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
156,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
198,972

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の社会復帰相談事業移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（９月分）
11,732

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度子育てカウンセリング事業にかかるピアカウンセリング（９月分）及び就学前勉強会（第３回）の講師謝礼の支出について
25,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
40,698

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
422,082

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
171,539

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
221,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年８月）
18,996

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料等にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
115,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年９月）
36,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の長期入院患者の診療報酬請求書にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
7,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
73,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の出生証明書料にかかる出産扶助費の支出について（平成２７年１０月）
3,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年９月）
383,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
223,590
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支出について（平成27年6月～9月分）
80,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分②）
2,408

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分②）
3,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
230,075

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
66,655

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
307,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
254,410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
19,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
216,576

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２７年９月分②）
3,045

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業にかかる講師報償金の支出について（阿倍野区地域自立支援協議会講演、研修会　9月16日実施分）
14,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,130

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
14,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年８月）
123,528

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
224,136

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（９月分）
24,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（９月分）
190,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
7,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の要保護世帯向け不動産担保型生活資金利用に関する不動産鑑定費用にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
235,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成27年度母子福祉貸付金（第3四半期）の支出について
1,092,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成27年度寡婦福祉貸付金（第3四半期）の支出について
324,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
199,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料等にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
170,424

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
211,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
231,456

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
148,176

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分②）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分②）
16,549

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分①）
4,764

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分②）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分②）
30,355

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年９月）
42,541

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
149,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
115,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具及び介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年９月）
78,468

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
25,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
106,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料・検査料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
17,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
115,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
11,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
21,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
25,040
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護の高等学校等就学費にかかる生業扶助費の支出について（平成２７年１０月）
5,041

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
237,652

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２７年１０月）
63,783

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分②）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの居場所づくり事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
135,828

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度就学前勉強会（第４回）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あべのウォークPart19ポスターの印刷経費の支出について
10,368

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
4,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１０月支払分）
1,162,931

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２７年１０月支払分）
188,773

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
275,265

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
52,215

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１１月定例・随時払分）
26,300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
33,276

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１１月定例・随時払分）
14,500,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２７年１０月分）
207,589

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１１月定例・随時払分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
25,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１１月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成２７年１１月定例・随時払分）
700,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２７年度コホート検討会（９月３０日実施分）の参画医師の報償金の支出について
14,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（９月２９日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１０月支払分）
261,577

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支出について（平成27年6月～9月分）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
82,804

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
23,912

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２７年度子育て支援事業にかかる子育てミニニュースの印刷経費の支出について（１０月号分）
21,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
1,886

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
1,814

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の社会復帰相談事業移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について
660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
15,091

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
7,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の社会復帰相談事業移送費にかかる生活扶助費の支出と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について
3,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（１０月分）
24,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
6,598

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
36,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
6,724

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
1,892

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
5,084

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２７年１０月分）
1,675,470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
8,624

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
65,315

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写機複写料の支出について（９月分）
2,713

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
383,044

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
48,103

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
36,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
13,270
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
58,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
20,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
99,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
118,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
90,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年１０月）
2,376

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
47,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２７年１０月）
213,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成２７年１０月支払分）
58,140

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
2,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング一時保育の市民活動行事保険料（平成２７年１１月分）の支出について
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の福祉事務関係新任職員研修等にかかる市内出張交通費の支出について（８月配付分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の福祉事務関係新任職員研修等にかかる市内出張交通費の支出について（８月配付分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
1,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
270,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,532

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２７年７月分）の支出について
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の福祉事務関係新任職員研修等にかかる市内出張交通費の支出について（８月配付分）
560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
9,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の福祉事務関係新任職員研修等にかかる市内出張交通費の支出について（８月配付分）
1,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の福祉事務関係新任職員研修等にかかる市内出張交通費の支出について（８月配付分）
920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
430,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
492

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
322

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
15,065

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
197,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
45,014

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
117,390

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
806

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
15,771

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,779

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
20,574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（9月分）
3,352

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
142,234

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
52,127

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつにかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
47,152

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２７年１０月）
15,371

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２７年１０月）
3,780
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
61,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料・検診料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
8,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料等にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
8,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
3,348

阿倍野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２７年１０月）
39,024

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２７年１０月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）平成２７年１０月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
35,332

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成２７年５月６月７月分国民健康保険事業にかかる研修等市内出張交通費の支出について
480

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２７年５月６月７月分国民健康保険事業にかかる研修等市内出張交通費の支出について
3,390

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月13日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２７年５月６月７月分国民健康保険事業にかかる研修等市内出張交通費の支出について
1,040

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる療養費（一般分）の支出について
319,959

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
450,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年度９月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
621,050

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
243,482

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
7,558

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
97,960

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
36,659

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
565,009

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
41,532

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
39,919

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
86,596

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
111,489

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
7,815

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
3,350

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
101,257

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年度１０月分　国民健康保険事業にかかる療養費（一般分）の支出について
733,355

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２７年度１０月分　国民健康保険事業にかかる療養費（退職分）の支出について
27,216

住之江区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（9月分）
10,579

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,271,038

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領委任方式）
2,240,372

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領委任方式）
803,442

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康講座における講師謝礼の支出について（９月３日分）
17,100

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康講座における講師謝礼の支出について（９月１０日分）
11,730

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
15,620

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年10月登録　清江小学校）
80

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度発達障がいサポート事業にかかる傷害保険等保険料及び振込手数料の支出について（平成27年10月登録　清江小学校）
1,300

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
2,730

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
1,560

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領委任方式）
485,168
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
700

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
600

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
900

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
700

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住之江区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成27年10月支給分）
282,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入代金の支出について
3,307

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶の購入代金の支出について（延べ２１２名分）
14,882

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
6,881

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
324

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
10,963

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
9,342

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
394

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
3,880

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
3,400

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
180,629

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
161,436

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
2,764

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
380,695

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
15,729

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
2,052

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
604

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
7,760

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払資金繰入金の支出について（９月分）
7,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（介護予防）にかかるリーフレット印刷経費の支出について
66,960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生活習慣病予防啓発用情報誌の印刷にかかる経費の支出について
82,296

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南港子育て広場での地域健康講座における講師謝礼金の支出について（９月実施分）
14,700

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座用外　区内ウォーキングマップの印刷経費の支出について
64,260

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
1,476

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
2,039

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
164

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
574

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
32,136

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
410

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
23,436

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
84,344

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
23,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
246

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２７年９月分）の支出について
575

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
5,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,180

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,120

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
3,254

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
38,650

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
25,990
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住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
119,180

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１０月分）
1,689,380

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,670

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支払いについて（H27-6 No.113）
3,240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（９月分）
358,160

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保健福祉課（福祉）電動２穴パンチの修理経費の支出について
29,764

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
3,950

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
1,080

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
14,550

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
1,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
2,960

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支払いについて（H26-No.105）
3,240

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間用記念品（タオルセット）の購入経費の支出について
31,806

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成27年4月～平成27年9月）
34,200

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度身体・知的障がい者相談員にかかる報償金の支出について（平成27年4月～平成27年9月）
57,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
7,590

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（セロハンテープ等）の購入にかかる経費の支出について
53,910

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
644

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度　障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,436,509

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
3,360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,900

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,760

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について
884,661

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について
301,110

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第７号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月分）
74,670

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度　歯科健康相談事業報償金の支出について（９月分）
31,190

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,020

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
250,418

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について
10,840

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（分館）
330,680

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ７母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ６母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １１母子福祉貸付金の支出について（修学資金・専修学校（専門課程）・第３四半期）
124,800

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １０母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ９母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ５母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ８母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期【平成26年4月支給開始分】）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ３母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立専修学校・第３四半期）
31,875

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ４母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期【平成25年4月支給開始分】）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２７年９月分）
480

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（２７年８月分）の支出について
7,628
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住之江区役所 政策推進室 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続の支出について（８月分）
515,100

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「こども１１０番」の旗の買入れにかかる経費の支出について
96,228

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災・防犯業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（８月分）
4,869

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務参考用地方財務実務提要（追録）の購入経費の支出について（概算契約）（追録番号５２６－５２８分）
7,452

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年８月分）について
23,707

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住之江区役所レイアウト変更にかかる什器等の移設業務委託費の支出について
854,820

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年８月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年８月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区保健福祉センター分館ＧＨＰ（空調）室外機修繕作業にかかる費用の支出ついて
64,800

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる委託料の支出について（下半期分）
5,247,186

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区民ホール用会議テーブルの購入にかかる経費の支出について
153,900

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整・研修等にかかる市内出張等交通費（平成27年7月）の支出について
62,650

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課精神保健福祉相談室用パーテーションの購入代金の支出について
232,848

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
24,688

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
11,664

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
10,692

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
9,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
2,700

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
22,070

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
432

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 住之江区校庭等の芝生化事業補助金（維持管理）の支出について（大阪市立平林小学校芝生化実行委員会）
155,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,640

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,640

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託料の支出について（日常９月分）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館自動ドア保守点検業務にかかる委託料の支出について(平成２７年４月～平成２７年９月分）
16,200

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成27年9月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
46,626

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所北側グランド樹木伐採業務委託にかかる費用の支出について
356,400

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 すみのえアート・ビート事業における分担金の支出について
2,400,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入に伴う経費の支出について（９月分）
2,028

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 住之江区災害対策職員住宅用賃貸借契約にかかる不動産賃借料（１１月分）の支出について
84,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年9月号）の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について
462,906

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成２７年国勢調査にかかる事務用品の購入代金の支出について
119,610

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年国勢調査　調査員事務打ち合わせ会用会議机レンタルにかかる経費の支出について
58,320

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務参考用朝日新聞及び日本経済新聞の購読代金の支出について（平成２７年４月～９月分）
51,276

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年９月分）について
23,207

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住之江区役所電話回線移設・新設及び各種設定作業代金の支出について
98,280

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託料の支出について（9月分）
41,040

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（９月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度宿直用寝具の借入料の支出について(9月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年９月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（２７年９月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
33,512

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
680

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
164

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
15,435

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
820
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住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
6,908

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
16,038

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
560

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 大阪市長・知事選挙および選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
3,974

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 大阪市長・知事選挙および選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
7,168

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長・知事選挙および選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
3,612

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月22日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長・知事選挙および選挙啓発事務・選挙人名簿調製事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
3,612

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小学生の学習意欲向上事業用参考図書の購入にかかる支出について（住吉川小学校分）
5,928

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
680

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
166,689

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
1,814

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
29,520

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬及び処理業務（概算契約）委託料の支出について(9月分及び8月21日粗大ごみ）
276,572

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続の支出について(9月分）
515,100

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２７年９月分）
82

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 住之江区福祉バス運行業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
747,014

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長・大阪府知事選挙にかかる返信用切手・不在者投票用レターパック等購入経費の支出について
40,788

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長・大阪府知事選挙にかかる返信用切手・不在者投票用レターパック等購入経費の支出について
40,788

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用　携帯電話代の支払いについて（９月分）
5,190

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＫＤＤＩ）の支払いについて（９月分）
20,787

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＴを活用した防災システムの開発運用事業用　データ通信代（ＳｏｆｔＢａｎｋ）の支払いについて（９月分）
19,973

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２７年９月分）にかかる支出について
5,130

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年10月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
309,468

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成27年10月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
129,600

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用トナーカートリッジ等の購入代金の支出について
345,786

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般管理用プロジェクター等の購入代金の支出について
74,736

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる支出について（９月分）
316,673

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度生涯学習ルーム事業９月実施分講師謝礼金の支出について
20,000

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区地域防災リーダー用装備品の買入経費の支出について
284,353

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
8,444

住之江区役所 政策推進室 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内サービス事業運営業務委託料の支出について（９月分）
575,137

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
310,092

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
130,896

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
17,251

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
696,152

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
282,250

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
345,600

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
22,890

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
9,192

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
36,956

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
6,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
304,472

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
376,920

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
68,040

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
46,050

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
110,170

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
338,269

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
420
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住之江区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,220

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２７年８月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
328,860

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
160,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
231,120

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
133,758

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具の支出について
8,154

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
2,760

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
116,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
14,890

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
275,045

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
51,720

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２７年７月２日発見の行旅死亡人葬祭費の支出について
164,689

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
210,941

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
333,965

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
444,102

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
6,980

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
3,511

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
629,100

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
29,414

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
90,555

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
390,835

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,165

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
310,211

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（11月払い分）
29,020,826

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（11月払い分）
17,681,131

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（11月払い分）
918,120

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
81,980

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（11月払い分）
800,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（11月払い分）
1,034,760

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
16,747

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
397,350

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分代の支出について
73,440

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
95,000

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,021,276

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
128,360

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
14,300

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,566,980

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
52,318

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
50,942

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
711,417

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用品の購入経費の支出について
53,751

住吉区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（９月請求分）
2,024,284

住吉区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 住吉区役所住民情報課釣銭機修繕業務の実施及び同経費の支出について
27,000

住吉区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（１０月分）の支出について
58,000
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住吉区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(９月分)
735

住吉区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 平成27年国勢調査調査員説明会用事務用品ルーパーファイル外３点の購入にかかる経費の支出について
174,852

住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
4,729

住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
578

住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
10,800

住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
11,558

住吉区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区役所接遇研修業務に係る受託者選定委員報償金の支出について
15,578

住吉区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター北側枯木伐採業務委託の実施にかかる支出について
32,400

住吉区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入（長期継続）にかかる経費の支出について（１０月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用産経新聞の買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

住吉区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検整備業務の実施にかかる経費の支出について（７～９月分）
72,900

住吉区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務の実施にかかる経費の支出について（７～９月分）
64,800

住吉区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用デジタル印刷機用マスター（純正）及びインク（純正）の買入にかかる経費の支出について
317,520

住吉区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（９月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
43,269

住吉区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大阪日日新聞の買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
6,150

住吉区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報課用電子レジスターの購入及び同経費の支出について
397,440

住吉区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
850

住吉区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
8,320

住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
115,425

住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
230,537

住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬及び処分業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
11,880

住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（９月分）
4,029

住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用内線電話機移設工事の実施及び同経費の支出について
32,400

住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報課用スリッププリンタの購入及び同経費の支出について
216,000

住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査　調査関係書類・物品の配送及び回収にかかる経費の支出について
302,400

住吉区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所窓口案内等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
265,500

住吉区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（１１月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（７～８月分）
21,940

住吉区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
15,803

住吉区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
4,240

住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用モノクロプリンター用トナー（純正）の買入の実施にかかる経費の支出について
84,175

住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
17,463

住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（９月分）
588,587

住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について（９月分）
48,492

住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（９月分）
5,413

住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（９月分）
32,825

住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（10月請求分）
1,790,331

住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立住吉区民センター施設管理運営業務の実施にかかる経費の支出について（７～９月分）
13,090,260

住吉区役所 地域課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（８月分）
21,584

住吉区役所 地域課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　レーザープリンター用トナーカートリッジ　外１３点買入の支出について
203,585

住吉区役所 地域課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（電気自動車）前輪タイヤ購入・交換にかかる経費の支出について
18,360

住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
5,311

住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
5,427

住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 放置自転車対策事業用　小口支払基金（８月分）の繰入について
1,642

住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について
3,316
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住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（９月分）
10,022

住吉区役所 地域課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域安全防犯対策事業　小口支払い基金の繰入について（９月分）
3,456

住吉区役所 地域課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（９月分）
458,459

住吉区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時緊急連絡網整備事業用デジタル簡易無線機一式買入にかかる経費の支出について
3,023,892

住吉区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
594

住吉区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
1,026

住吉区役所 地域課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防犯カメラ設置にかかる配電柱への共架調査にかかる経費の支出について
29,700

住吉区役所 地域課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（９月分）
5,814

住吉区役所 地域課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用　リングファイル買入の支出について
123,930

住吉区役所 地域課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（９月分）
28,010

住吉区役所 地域課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について（９月分）
25,515

住吉区役所 地域課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（9月分）
6,548

住吉区役所 地域課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（9月分）
12,727

住吉区役所 地域課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（9月分）
1,712

住吉区役所 地域課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業経費の支出について（８月・９月分）
250,400

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（８月分）の支出について
4,020

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（ウォーキングメジャー）の購入にかかる経費の支出について
6,696

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（８月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（自転車）費の支出について
34,440

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（９月分）
6,273

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 住民情報課事務用消耗品（自転車）費の支出について
1,200

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 住民情報課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（９月分）の支出について
3,220

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
110,742

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課発券機用ロール紙の購入経費の支出について
61,560

住吉区役所 住民情報課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（９月分）
18,414

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（10月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（10月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（８月分）
13,733

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
290,856

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,453

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
176,253

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,674

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成２７年８月分）
10,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
198,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,730

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
467,121

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
765,360

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,300

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
129,120

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(７月分)
11,434

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(７月分)
780

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(７月分)
1,930

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
259,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談体制強化事業用発達検査用具の購入にかかる経費の支出について
30,153

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
18,580

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
2,916
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
3,353

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
15,857

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業（壮年期）にかかるリーフレットの印刷にかかる経費の支出について
66,744

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
83,340

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,841

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
74,491

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
173,695

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,103

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
89,319

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
46,005

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
87,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
390,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（9月戻入分）
12,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談室業務にかかる野球盤ほか６点の支出について
14,040

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度住吉区地域見守り支援事業業務委託に係る経費の支出について（第２回中間払い）
1,828,072

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度住吉区地域見守り支援事業業務委託に係る経費の支出について（第２回中間払い）
5,182,821

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年度９月支給決定分）
593,720

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
8,458

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
102,113

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
227,479

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年９月支給決定分）
25,559

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２７年９月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成２７年９月分）
10,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２７年９月分）
27,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２７年９月分）
641,960

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
22,880

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
203,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,600

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
42,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
322,150

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（９月請求分）の支出について
14,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
540

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
151,929

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
8,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
7,153

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
2,835

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
3,968

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
2,376

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
4,160

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
820

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
2,460

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
6,172

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(８月分)
12,648
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（９月分）
18,053

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
3,232

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
13,972

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
5,071

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
2,351

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,250

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
11,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
7,683

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
2,065

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
12,370

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,340

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
59,390

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
75,900

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,472

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(８月分)
1,200

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
13,624

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
76,586

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
23,930

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
53,650

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（10月分）
3,449,360

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
27,889

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
439,352

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,582

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,250

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,550

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
459,796

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,854

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
11,560

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,488

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
85,320

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
19,212

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月分歯科相談事業用報償金の支出について（歳出戻入分）
24,128

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費の支出について（ゴム印・パンチラベル等）
7,884

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師料の支出について（平成２７年９月分）
14,560

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（９月分）
8,762

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,726

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,726

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,959

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
32,090

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,496

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,788

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,624

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
18,020

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,280
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住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
738

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,509

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
24,197

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
368

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はつらつ生活プロジェクト事業用・負荷調整重錘バンドの購入にかかる経費の支出について
339,660

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業にかかる経費の支出について
31,752

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年度１０月支給決定分）
1,381,695

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１０月支給決定分）
82,404

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２７年１０月支給決定分）
188,404

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２７年１０月支給決定分）
5,519

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
300,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
324,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
324,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
243,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（10月～3月分）
59,400

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
162,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
135,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）10月～12月分
324,000

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支払いについて（９月分）
9,971

住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
155,245

住吉区役所 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（H27.6～8月）
17,870

住吉区役所 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」企画・編集業務委託経費の支出について（10月号）
153,900

住吉区役所 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（概算契約）（平成２７年４月号～平成２８年３月号）の支出について（９月号）
703,433

住吉区役所 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度点字版「広報すみよし（区政情報）」製作業務委託経費の支出について（10月号）
77,220

住吉区役所 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成27年５月号～平成28年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（１０月号）
367,804

住吉区役所 企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民意識調査事業にかかる後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について（7月・9月分）
1,746

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（大領中学校成人教育委員会）
12,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度地域教育推進事業　地域教育ボランティア（はぐくみネットコーディネーター）研修にかかる所要経費の支出について
7,560

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 すみちゃんエコパートナー（すみよし環境保全推進）事業用小口支払基金の繰入について（９月分）
520

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（山之内はぐくみネット）
18,600

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（はっぴいたいむ・なないろ）
10,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（大阪友の会）
10,400

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
19,904

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）料金受取人払分
95,933

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
1,446

住吉区役所 教育文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事務用　市内出張交通費の支出について（9月分）
7,530

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（１０月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（１０月分）
2,520,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（８月分）
11,910

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
324,261

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・退職）
25,104

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（９月支給決定分　２回目）
52,620

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（９月支給決定分）
39,320

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（９月支給決定分　３回目）
7,320

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（９月支給決定分）
159,320
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住吉区役所 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月支給決定分）
564,788

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月支給決定分）
600,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（１０月支給決定分）
48,986

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
5,116

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・受払）
66,582

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
663,983

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
53,134

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
8,278

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
95,793

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
75,000

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
102,159

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
201,186

住吉区役所 保険年金課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(後期)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
13,670

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
185,444

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
1,280

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
62,990

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
231,040

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
381,900

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
229,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
233,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
73,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
247,376

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護事業用社会保障生計調査にかかる調査世帯手当の支出について（8月分）
13,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
303,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
207,029

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
46,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
150,420

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用長期入院患者にかかる診察料の支出について
20,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（２回目）
36,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
361,396

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
351,240

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
232,314

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,070

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（８月分）
480

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（８月分）
7,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ）の購入にかかる所要経費の支出について
9,020

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ）の購入にかかる所要経費の支出について
175,660

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（ボールペン他２３点）の購入にかかる所要経費の支出について
52,772

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
108,262

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
97,200

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
60,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
236,786

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
366,040

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
169,590

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
107,340

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770
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住吉区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
156,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
70,159

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
179,530

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
39,960

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
80,957

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
200,320

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年１０月分生活保護費の支出について（３回目）
36,160

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
214,300

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
64,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
177,314

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
247,311

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
101,180

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
315,066

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
206,700

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
104,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９月分）
960

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９月分）
6,750

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
117,700

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
224,770

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
230,256

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
58,019

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
159,740

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
219,920

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
167,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
1,605,750

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（9月分）
700

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（９月分）
33,046

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（9月分）
2,100

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（9月分）
10,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
15,330

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
43,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
600,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
50,090

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
1,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
300

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
1,400,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（１回目）
300,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
1,552,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
261,650

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
203,796

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
6,690

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
116,350

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用診察料の支出について
26,516
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住吉区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
218,620

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,024

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
328

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
972,975

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
382,240

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
70,000

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
213,220

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年８、９月分)
160,738

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年９月分)
280,758

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年６月、９月分)
358,653

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年４、９月分)
350,800

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年８、９月分)
340,008

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年９月分)
380,418

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年９月分)
353,382

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年８月、９月分)
398,254

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年６、７、８月分)
356,180

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年７月、８月、９月分)
311,302

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２７年９月分)
339,416

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
120,742

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
87,610

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 生活保護事業用社会保障生計調査にかかる調査世帯手当の支出について（９月分）
13,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
369,448

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
111,120

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
12,600

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
58,810

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年１１月分生活保護費の支出について（２回目）
39,400

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
29,790

住吉区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度人材育成事業用研修にかかる手話通訳料の支出について
10,000

東住吉区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電話機買入にかかる経費の支出について
36,288

東住吉区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用矢田出張所キュービクル屋根修繕作業一式にかかる経費の支出について
54,000

東住吉区役所 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査における会場使用料の支出について（鷹合西会館）
2,000

東住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分後期）
864

東住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年８月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,693

東住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分後期）
17,600

東住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年度大阪市長選挙及び大阪府知事選挙（平成27年11月22日執行予定）の不在者投票にかかる郵便料の支出について
70,950

東住吉区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成27年度大阪市長選挙及び大阪府知事選挙（平成27年11月22日執行予定）の不在者投票にかかる郵便料の支出について
70,950

東住吉区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年9月分）
32,113

東住吉区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年9月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成27年9月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
2,502

東住吉区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
14,904

東住吉区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（10月分前期）
19,872

東住吉区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年９月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,608

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年9月分通信料金の支出について（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（9月分）
340,632

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
262,491
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東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
204,320

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
189,812

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
141,928

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
132,890

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
191,897

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
337,986

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
186,706

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
453,785

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
148,604

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
194,446

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
194,122

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
270,175

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
228,884

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
257,160

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
230,368

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
186,982

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
167,422

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
181,700

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
238,471

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
248,447

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
374,353

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
180,726

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報端末（平成23年3月借入開始分）再リースに係る借入経費の支出について（平成27年9月分）
137,249

東住吉区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用ゴミ保管庫買入にかかる経費の支出について
91,800

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大判プリンタ用ロール紙買入にかかる経費の支出について
20,476

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大判プリンタ用消耗品（ヘッド、インク）買入にかかる経費の支出について
69,757

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（９月分）
53,222

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年９月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,693

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成27年９月分電話料金の支出について（市内通話料）
25,578

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成27年９月分電話料金の支出について（光回線）
320,722

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
3,717

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
2,478

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
3,848

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
4,337

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,707

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
4,468

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
8,184

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
6,326
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東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
3,098

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
6,946

東住吉区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ファクシミリ装置借入に係る経費の支出について（9月分）
5,087

東住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,094

東住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
72,605

東住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
984

東住吉区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,296

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支払について（７～９月分）
273,788

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 フラットファイルほか41点の購入経費の支出について
151,897

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（7月から9月分）
196,425

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（9月分）
195,806

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 使用料及賃借料　使用料 国勢調査における会場使用料の支出について（鷹合会館）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２７年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２７年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
450,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
544,256

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出マル退）
3,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費の支出について（７月分）（住民情報担当事務費）
585

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
350,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分後期）
360

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成27年4～7月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
3,368

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成27年4～7月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
1,692

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成27年4～7月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
2,480

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
89,468

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
7,873

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成27年4～7月分　窓口サービス課（保険年金：保険）旅費の支給について
780

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月20日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
262,722

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
89,581

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
400,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,766

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
194

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
970

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,529

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
65,192

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,960

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
42,796

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
65,226

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
594,023

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
46,470

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
10,439

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,134

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
121,836
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
16,878

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２７年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
13,963

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２７年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
52,436

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報事務用大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の経費の支出について（平成27年度9月分）
3,511,998

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民情報事務用大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の経費の支出について（平成27年度9月分）
403,042

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
644,579

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について
130,743

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フラットファイルほか４１点購入経費の支出について（住民情報担当事務費）
22,908

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
14,260

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
3,864

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
4,947

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
25,778

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
1,313

東住吉区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
13,139

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　東住吉区区政会議第2回地域まちづくり部会にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,298

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について(その4)
27,972

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（8月分）
68,350

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年6月～平成28年3月）（9月分）
100,016

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について(その5)
27,972

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広聴広報事業用　東住吉区の広報紙（平成２７年５月号～平成２８年４月号）概算印刷にかかる印刷経費の支出について（9月分）
419,839

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
220,644

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
534,211

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成27年度東住吉区区政会議からの報告書」提出式及び意見交換会にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,298

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度　第2回東住吉区区政会議にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,298

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分後納郵便料の支出について
322

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分後納郵便料の支出について
10,039

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分後納郵便料の支出について
1,310

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分後納郵便料の支出について
1,260

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分後納郵便料の支出について
50,052

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 団体協議のデジタル音声データのテキスト化業務にかかる経費の支出について
17,928

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について(その6)
31,968

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
64,160

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度　イングリッシュ・スタディ・ツアー（ハロウィン）開催にかかる行事保険料の支出について
150

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成27年度　イングリッシュ・スタディ・ツアー（ハロウィン）開催にかかる行事保険料の支出について
1,140

東住吉区役所 政策推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年6月～平成28年3月）（10月分）
100,396

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東住吉区地域自立支援協議会主催東住吉区障がい者フェスティバルに係る手話通訳料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
94,885

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
179,108

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
105,428

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
234,269

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
119,681

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
64,452

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
133,786

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
38,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
51,215
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（平成27年10月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（平成27年10月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
48,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
523,077

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（償還払い方式）
31,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,717

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,208

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,583

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
69,702

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
12,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２７年１０月期窓口支払分）の支出について
200,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度東住吉区「みんなの健康展」啓発用物品の買入について
57,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
2,581

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
20,216

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,471,876

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
125,581

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
472,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
162

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
4,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
1,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
378,473

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
59,833

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
285

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
492,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
280,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
144,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
10,521

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用消耗品に係る経費の支出について
5,232

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（概算契約・第３回中間払い）
27,896

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「東住吉区地域福祉サポート事業」事業者選定にかかる評価会議（平成27年9月8日実施）の報酬の支払いについて
51,309

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者へ贈呈する祝状用額縁の購入代金の支出について
53,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区みんなの健康展における食事診断用システム賃借にかかる経費の支出について
1,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
86,984

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,406

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者へ贈呈する記念品購入代金の支出について
58,806

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
7,196

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
1,656

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
267

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
300

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
3,312

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
23,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
36,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
157,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
23,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
185,092
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
15,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
117,750

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
88,848

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
1,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
3,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
4,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年10月分母子福祉貸付金の支出について
1,059,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成27年10月分寡婦福祉貸付金の支出について
133,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
2,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２７年度９月分　小口支払基金の繰入について
4,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子どもむけ認知症を理解するためのテキスト印刷について
74,520

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２７年９月分の支出について
18,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年９月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
24,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月分歯科相談にかかる報償金の支出について
31,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２７年９月分妊婦教室にかかる報償金に支出について
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップ「キャッチ＆フォロー」事業委託契約に係る経費の支出について（３回目/全４回）
724,870

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
22,073

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年８月）
10,336

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
6,008

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年８月）
320

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
2,235

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
612

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
1,886

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
35,203

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
902

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２７年８月）
1,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
22,515

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（平成27年10月分）
1,648,980

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健担当後納郵便料の支出について
246

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年8月分）
38,420

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年9月分）
41,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成27年9月分）
54,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害児キャッチ＆フォロープラン事業にかかる講師謝礼の支出について（平成27年9月）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,417

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯にかかる経費の支出について（第６回中間払い）
1,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,346

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
72,706

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
16,162

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,086

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,046

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
6,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
6,087

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（平成27年9月分）
14,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,628

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
5,606
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,885

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
70,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
14,910

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
30,472

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
22,610

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分（2/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,753

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分（3/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,753

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
98,813

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分（4/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
19,838

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分（1/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,665

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年９月分（5/5件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２７年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
17,131

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
28,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
15,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
14,902

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
3,353

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
41,406

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
43,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,754

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
10,825

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
28,212

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
102,651

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,426

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,686

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年度　住居環境健全化支援事業）
2,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
160,060

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
257,712

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具経費の支出について
711,841

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成２７年９月分）
461,430

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
46,007

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
167,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
213,268

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
264,441

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,977

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
487,739

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,478

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
30,853

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
59,960

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
25,759

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,571

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
69,215

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
752,359

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
2,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
217,522
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東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（平成27年11月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（平成27年11月分）
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成２７年７月分～９月分保健福祉課（介護）コピー料金の支出について
20,174

東住吉区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（8月分）（追加分）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（8月分）
27,500

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（トイレ処理セット）の購入経費の支出について
109,836

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区民講師講座「ストレッチヨガ教室」にかかる市民活動行事保険の加入について（生涯学習推進事業）
600

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分後期）
7,516

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分後期）
500

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分後期）
4

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分後期）
410

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 わがまち安全マップ作製における印刷経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
98,928

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車ラジアルタイヤ（新品）交換業務に係る経費の支出について
40,435

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 育和小学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
12,900

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる防災資機材（防災用かまどセット）の購入経費の支出について
231,120

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月15日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＥＤフラッシュライト購入経費の支出について（街頭犯罪抑止チーム集中投入事業）
142,560

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（7月申請分）（電化製品）
53,784

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（7月申請分）（真砂土）
45,360

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　東住吉区校庭等の芝生化事業にかかる補助金（施工）の支出について
1,955,140

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南田辺小学校PTA講習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業）
14,200

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（9月分）の支出について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかるゴム風船等の購入にかかる経費の支出について
138,240

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる災害備蓄品用物置購入経費の支出について
777,841

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,009

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
582

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
140

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
360

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,378

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
3,220

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
410

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,750

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
1,602

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分前期）
264

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防犯対策事業の推進にかかる青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償責任保険料の経費の支出について
26,370

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第６２条に規定する継続検査（車検）にかかる自動車重量税の経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度　郵便物受取人払にかかる後納料金の支出について（9月分）（学校選択制）
88,755

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民講師講座「ストレッチヨガ教室」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（7月申請分）（運動具）
238,464

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成27年度9月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業
7,462

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について(9月分)（生涯学習推進事業）
2,578

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉会館管理運営用大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
5,081,784

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市立東住吉区老人福祉センターほか2施設の清掃業務一式代金（平成27年4月～9月分）の支出について
30,194

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 自転車用シリンダー式リング錠購入経費の支出について（街頭犯罪抑止チーム集中投入事業）
154,656

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区人権啓発推進事業業務委託にかかる公募型企画コンペ審査委員会委員の報償金の支出について
39,894

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成27年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（7月申請分）（清掃用具）
85,050

東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区民講師講座「マクラメ講座」にかかる市民活動行事保険の加入について（生涯学習推進事業）
600
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東住吉区役所 区民企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（9月分）
72,110

東住吉区役所 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
15,480

東住吉区役所 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
105,667

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
262,398

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
199,044

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
98,800

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,625

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
26,850

東住吉区役所 保護課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,824

東住吉区役所 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
231,840

東住吉区役所 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
56,808

東住吉区役所 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
273,080

東住吉区役所 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年８月分）の支出について
26,100

東住吉区役所 保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
103,633

東住吉区役所 保護課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
163,300

東住吉区役所 保護課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,300

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
153,106

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
187,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
126,900

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
14,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
44,560

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
51,667

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分後期）
5,184

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 2015年度社会福祉士実習指導者講習会受講費の支出について
30,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
383,803

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
11,640

東住吉区役所 保護課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
14,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　レターパックライト等の購入について
31,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
23,809

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
108,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
216,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
38,210

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
50,920

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
19,440

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
44,640

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
289,027

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,620

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,976

東住吉区役所 保護課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
206,856

東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（８月分）の支出について
7,178

東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 保護課　出張交通費（８月分）の支出について
720

東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
19,321

東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
97,200
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東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
110,700

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
247,480

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
118,800

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
5,395

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
10,650

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における人工妊娠中絶費用の支出について
103,510

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
12,160

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
61,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
15,150

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報償費　報償金 平成２７年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（第2四半期分）の支出について
10,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
272,144

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
232,060

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
248,400

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
272,538

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
133,928

東住吉区役所 保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
218,154

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
40,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
324,600

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
391,280

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
281,400

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年８月分・９月分）の支出について
177,246

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年７月分・９月分）の支出について
69,733

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２７年７・８月分）
100,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
159,763

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
173,016

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
82,344

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
150,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
64,250

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年８月分・９月分）の支出について
319,289

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年９月分）の支出について
138,743

東住吉区役所 保護課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年９月分後納郵便料の支出について
25,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年９月分料金受取人払郵便料の支出について
53,554

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年９月分料金受取人払郵便料の支出について
19,375

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年９月分後納郵便料の支出について
472,651

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２７年９月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
247,477

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
37,637

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
70,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
39,000,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
700,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
14,040

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
24,600

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
1,000,000
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東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
51,500

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
27,800

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
16,348

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
5,376

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
1,800,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２７年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
250,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（９月分）
31,548

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
169,018

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
243,800

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
113,700

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
178,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年９月分）の支出について
355,087

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年９月分）の支出について
944,760

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
40,417

東住吉区役所 保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
214,416

東住吉区役所 保護課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
90,288

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
81,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
35,704

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
72,280

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
224,920

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
59,400

東住吉区役所 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２７年９月分）の支出について
133,200

東住吉区役所 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
56,340

東住吉区役所 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
57,160

東住吉区役所 保護課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
167,220

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（７～９月分）
20,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（７～９月分）
35,774

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
247,667

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者保健福祉手帳申請に要する診断書料の支出について
75,090

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
39,000

東住吉区役所 保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,180

平野区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平野区役所災害対策住宅にかかる電話回線使用料の支出について（平成27年度9月分）
2,766

平野区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について(臨時福祉給付金業務分・平成27年8月分)
4,569

平野区役所 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について(平成27年8月分)
263,435

平野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（9月分）
15,127

平野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区役所外3箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(8月分)
17,724

平野区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区役所（長吉・瓜破・加美出張所含む）産業廃棄物収集運搬・処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(8月分)
16,105

平野区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年9月分)
7,494

平野区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年9月分)
3,757

平野区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年9月分)
4,950

平野区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成27年9月分)
16,400

平野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について(平成27年8月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所加美出張所植栽剪定・害虫駆除業務にかかる同経費の支出について
56,160



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

平野区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
46,570

平野区役所 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
9,504

平野区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平野区役所事務用事務机及びデスクライトの購入及び同経費の支出について
88,560

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について(平成27年9月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について(平成27年9月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平野区役所5階輪転機修繕業務の同経費の支出について
28,080

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所インターネット使用にかかる経費の支出について（9月分）
15,390

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
615,764

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所長吉・瓜破・加美出張所機械警備にかかる経費の支出について(平成27年9月分)
25,920

平野区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平野区災害対策用職員住宅什器借入にかかる経費の支出について(平成27年9月分)
5,219

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅にかかる賃料等の支出について(平成27年9月)
123,000

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 瓜破出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年9月分）
2,470

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年9月分）
6,672

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（27年9月分）
60,518

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 長吉出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
9,362

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(平成27年9月)
2,028

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等賃貸借にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
23,205

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成27年9月分)
1,126

平野区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成27年9月分)
10,752

平野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎（長吉・瓜破・加美出張所含む）清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
704,160

平野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(平成27年9月分)
85,318

平野区役所 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査の調査員説明会用資料運搬経費の支出について
250,560

平野区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平野区役所事務用アコーディオンスクリーンの購入及び同経費の支出について
195,318

平野区役所 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口案内用スタッフポロシャツ及びジャンパー購入経費の支出について
78,084

平野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 3出張所及び平野区役所の市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（10月分）
15,127

平野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
44,378

平野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 役務費　通信運搬費 平成27年国勢調査のオンライン回答伝達会場への調査用品等の運搬業務経費の支出について
139,320

平野区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 平野区選挙管理委員会（大阪府知事・市長選挙）事務用郵便切手購入経費の支出について
16,400

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）１０月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）１０月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（8月分）
48,280

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（１０月８日支払分）
97,382

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（１０月９日支払分）
215,559

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について（１０月９日支払分）
4,737

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第２回役員会の開催にかかる出張旅費の支出について
29,240

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第２回役員会の開催にかかる出張旅費の支出について
29,240

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課就学事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（平成27年9月分）
105,051

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（１０月２３日支払分）
503,904

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（９月分）
126,661

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課番号表示盤設備にかかる保守点検業務の所要経費の支出について
27,432

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（一般分）
1,920,395

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２７年９月受付分）
950,000

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２７年９月受付分）
3,144,070

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
8,708

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年9月分）
3,870,842

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年9月分）
370,966

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年9月分後納郵便料の支出について
7,858
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平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年9月分後納郵便料の支出について
220,550

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年9月分後納郵便料の支出について
959,766

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年9月分後納郵便料の支出について
131,011

平野区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成27年9月分後納郵便料の支出について
60,445

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
12,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト用　封筒の購入にかかる経費の支出について
1,404

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業に係る折り紙ほか５点の購入の実施及び同所要経費の支出について
29,160

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区民センター屋内消化栓設備及びスプリンクラー設備等改修作業にかかる支出について
177,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　建物修繕料 平野区民センター屋内消化栓設備及びスプリンクラー設備等改修作業にかかる支出について
168,100

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
6,450

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかるネット巻取器の購入の実施及び同所要経費の支出について
21,060

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ハンドメガホン外１点にかかる購入経費の支出について
12,258

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
10,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
21,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
9,300

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
1,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
5,450

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
12,636

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
26,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
8,832

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
656

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用デスクトレー外８点購入経費の支出について
31,555

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」用　ファイルケースの購入にかかる経費の支出について
1,566

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について
600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用コンドルモップスペアほか４点の購入の実施及び同所要経費の支出について
131,706

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（区役所配備追加１台分）
600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
8,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用平野区地域防災リーダー用長靴（追加分）にかかる購入経費の支出について
46,332

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用乾電池（単１）外２点にかかる購入経費の支出について
15,598

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米にかかる購入経費の支出について
57,788

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 災害に強いまちづくり推進事業用携帯電話にかかる購入経費の支出について
6,480

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害に強いまちづくり推進事業用携帯電話にかかる購入経費の支出について
193,536

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課業務用ゴミ袋購入経費の支出について
19,872

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 街頭犯罪多発地域における重点パトロール業務委託事業用電光掲示板ほか１点の購入経費支出について
163,296

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業にかかる防球ネットほか２点の購入の実施及び同所要経費の支出について
11,664

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用ボールペンほか２０点の購入の実施及び同所要経費の支出について（第１期）
200,549

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
6,614

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
718

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
92

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
9,929

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
3,024

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
9,184

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
1,490

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
2,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
4,736

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年健全育成・非行防止推進事業　中学生親善キックベースボール大会における市民活動行事保険加入経費の支出について
5,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用体育館モップほか１４点の購入にかかる所要経費の支出について（第１期）
1,275,696
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平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業業務用殺ダニ剤ほか8点購入経費の支出について
80,190

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度平野区市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」用自転車シリンダー錠取付業務委託にかかる経費の支出について（第2四半期分）
692,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成27年度災害に強いまちづくり推進事業用防災サポーターにかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
880

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座「連歌ってどんなん？なんで平野で連歌やねん？」にかかる講師謝礼の支出について
10,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度市民協働による子育て子育ち応援事業選定委員会の講師謝礼の支出について（追加支出）
1,097

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民協働企画講座「オモロイで！平野弁」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用拡声器他２点にかかる購入経費の支出について
105,948

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度平野区コミュニティ育成事業委託契約にかかる経費の支出について（第３回支払分）
1,685,724

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業業務委託にかかる経費の支出について（３回目／全４回）
55,820

平野区役所 まちづくり協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度　若い世代によるチャレンジを支援する事業にかかる分担金の支出について
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,902

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２７年１０月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２７年１０月分市立保育所消耗品費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援者スキルアップ講座にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
324

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,900

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,760

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,650

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№27-1）
5,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 介護保険担当窓口事務用ボイスコール修繕にかかる所要経費の支出について
27,540

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　平野区「高齢者・障がい者への相談体制の充実」事業　業務委託にかかる委託料の支出について（第１回中間払い）
704,250

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
1,367,370

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,831,628

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
207,968

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
104,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
175,958

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
93,030

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,210

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,128

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
271,712

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
251,223

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２７年９月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月１４日（午後）実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年９月１４日実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
107,322

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童手当給付費にかかる支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
104,496

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
22,680

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
58,700

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,650
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平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度健康教育事業（壮年）にかかる講師報償金の支出について
9,240

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（８月分）
2,240

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
16,900

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
3,449

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業用保育用品の購入経費の支出について
24,650

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
248,657

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
26,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
100,206

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
115,840

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第２四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,680

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る臨時福祉給付金（窓口払分）の支出について（１０月分）
516,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
334,405

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
192,841

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
74,960

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,677

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について
10,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２７年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第12号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第1四半期分）の支出について
28,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
14,294

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,327

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について(第３四半期分）
17,437,250

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
1,459,891

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
356,988

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,001

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
970

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について（第３四半期分）
258,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の生活資金の支出について（第３四半期分）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
192,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室事務用固形のり他３１点の購入にかかる経費の支出について
21,654

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室事務用固形のり他３１点の購入にかかる経費の支出について
47,034

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について（10月21日開催分）
3,720

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
865,138

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
114,528

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
102,505

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
9,261

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健・保健活動）事務用書籍の購入及び同所要経費の支出について
29,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
94,005

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,730

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,880

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
135,000
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平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・専修学校）の支出について（第３四半期分）
1,131,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学・専修学校）の支出について（第３四半期分）
307,392

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域保健・保健活動）事務用書籍の購入及び同所要経費の支出について
14,580

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 成年後見市長申立審判請求に係る申立費用の支出について
21,410

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立審判請求に係る申立費用の支出について
17,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
277,163

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
90,022

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,347

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者敬老訪問事業における記念品の購入経費の支出について
55,112

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
447,401

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用事務用品の購入並びに同所要経費の支出について
44,733

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 壮年期向け骨粗しょう症予防リーフレットの印刷と同所要経費の支出について
37,260

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 老年期向け骨粗しょう症予防リーフレットの印刷と同所要経費の支出について
39,852

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 前向き子育て親支援プログラム事業業務委託にかかる経費の支出について（前期分）
803,140

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
265,855

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
296,576

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
77,320

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
186,184

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年１０月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,991,660

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
16,768

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
280,021

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
5,376

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる白衣等洗濯経費の支出について（９月分）
13,294

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について（10月29日開催分）
4,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について（10月30日開催分）
4,530

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
26,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
14,932

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
17,400

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
19,200

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
112,218

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による身体障がい者（児）補装具費の支出について
46,007

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
304,000

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,300

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
202,160

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
19,966

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
12,885

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
13,440

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
10,204

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
82,202

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
63,861

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
36,200
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平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
25,900

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年９月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
877,130

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
34,405

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用９月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
48,678

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
121,066

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
41,661

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,224

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
838,741

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
306,458

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
824

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
492

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
35,238

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,748

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
430

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
225,968

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
19,459

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
35,315

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（９月分）
401,006

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（９月分追加）
8,380

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者虐待防止事業にかかるタクシー料金の支出について（９月１７日利用分）
3,800

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
97,910

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
1,100

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１０月９日午後実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年１０月９日午前実施分歯科健康相談事業医師報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,040

平野区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童手当給付費にかかる支出について
100,000

平野区役所 政策推進課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(９月号)
175,152

平野区役所 政策推進課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(９月号)
452,285

平野区役所 政策推進課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
407,862

平野区役所 政策推進課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
99,900

平野区役所 政策推進課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成27年度区政会議運営事業　平野区区政会議委員の公募にかかる選考委員（外部有識者）の謝礼金の支出について
27,360

平野区役所 政策推進課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
6,617

平野区役所 政策推進課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
969

平野区役所 政策推進課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
1,015

平野区役所 政策推進課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
120

平野区役所 政策推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区学力サポート事業指導員報償金の支出について（平成27年9月分）
199,620

平野区役所 政策推進課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(１０月号)
175,217

平野区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
11,500

平野区役所 生活支援課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,250

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
231,024

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
3,250

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
14,904

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
298,860

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
21,600
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平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
34,223

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
8,414

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
16,880

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
30,280

平野区役所 生活支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
11,870

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
155,205

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
329,400

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
118,526

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
5,680

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
3,750

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校校外活動費（８月分）の支払いについて
108,388

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
392,690

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
240,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
26,732

平野区役所 生活支援課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
150,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
290,710

平野区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
17,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
27,980

平野区役所 生活支援課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
429,680

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
313,365

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
142,033

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
50,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
64,975

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
29,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 社会福祉士実習指導者講習会にかかる受講費の支出について
15,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度　全国生活保護査察指導員研修会参加にかかる所要経費の支出について
37,200

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用総合福祉システム端末プリンタトナーの購入にかかる所要経費の支出について
106,920

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
170,771

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
32,400

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校教材代及び校外活動費（８月分）の支払いについて
124,131

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
17,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
37,640

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
8,560

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
52,838

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
261,200

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
124,645

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
169,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
134,010

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
264,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
15,312

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
76,300

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
15,960

平野区役所 生活支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
4,320

平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
7,365

平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校校外活動費（７月分）の支払いについて
90,294

平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
24,940

平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
109,503
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平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
171,570

平野区役所 生活支援課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
135,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
13,800

平野区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
59,080

平野区役所 生活支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
174,880

平野区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ゴム印の購入にかかる所要経費の支出について
15,841

平野区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,200

平野区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
24,640

平野区役所 生活支援課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
11,640

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
333,586

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
318,060

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払いについて
335,766

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払いについて
227,427

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（４～７月分）の支払いについて
53,060

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
11,924

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
11,735

平野区役所 生活支援課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
30,960

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
198,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
158,400

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
8,586

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
219,366

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代及び校外活動費（９月分）の支払いについて
334,159

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（９月分）の支払いについて
285,942

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
13,635

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
16,991

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
215,113

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
35,810

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
12,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
87,866

平野区役所 生活支援課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
362,880

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
20,100

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
285,702

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払いについて
372,940

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（９月分）の支払いについて
320,643

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
108,300

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
10,530

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
21,283

平野区役所 生活支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
5,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成年２７月９月分）
2,592

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用現金書留封筒の購入の実施並びに同所要経費の支出について
21,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
380,080

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
23,520

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
289,440

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
324,244

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払いについて
238,844

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
285,300
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平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
84,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
341,373

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
9,320

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
62,207

平野区役所 生活支援課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
129,141

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
383,400

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
62,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
108,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
7,098

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
391,517

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
273,200

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
28,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
326,718

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（８～９月分）の支払いについて
389,069

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（９月分）の支払いについて
244,776

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び校外活動費（９月分）の支払いについて
299,367

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
1,200,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
31,880

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
153,340

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
18,500

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
19,950

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
21,760

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
20,370

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
2,000,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２７年１１月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
599,060

平野区役所 生活支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
262,040

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
11,464

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
27,930

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
354,337

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
15,800

平野区役所 生活支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
1,210,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
355,320

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
6,278

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
40,200

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
86,722

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
24,600

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
26,790

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
9,320

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
205,650

平野区役所 生活支援課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
142,650

平野区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
3,750
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平野区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
131,760

平野区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
214,710

平野区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
10,800

平野区役所 生活支援課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
313,500

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
5,780

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
95,833

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
267,157

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
3,750

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
110,815

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
135,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
203,958

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
78,840

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費及び教材代（９月分）の支払いについて
139,350

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,268

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
73,160

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
11,400

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
203,154

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
25,250

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,220

平野区役所 生活支援課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
16,440

平野区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における学校給食費（９月分）の支払いについて
99,738

平野区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
30,000

平野区役所 生活支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
230,000

西成区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目）
4,320

西成区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目）
10,417

西成区役所 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用等小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目）
2,160

西成区役所 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用他市内出張交通費の支出について（平成27年4～7月分）
24,126

西成区役所 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用電話代（専用回線）の支出について（８月分）
16,208

西成区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙等事務用切手の購入経費の支出について
1,675

西成区役所 総務課 平成27年10月08日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 市長選挙等事務用切手の購入経費の支出について
1,675

西成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年８月分）
3,369

西成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年８月分）
22,058

西成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年８月分）
1,296

西成区役所 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年８月分）
11,990

西成区役所 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
272,160

西成区役所 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 イメージアップ推進事業用　区制90周年記念イベントにおける会場使用にかかる経費の支出について
190,000

西成区役所 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（口座不能再支出分）
540

西成区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅にかかる電話代の支出について（１０月～３月分）
18,228

西成区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（９月分）
514,604

西成区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理経費　平成27年度西成区合同庁舎自動ドア保守点検業務経費の支出について（４月～６月分）
97,556

西成区役所 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報償費　報償金 西成区簡易宿所設備改善助成事業審査会にかかる報償金の支出について
33,866

西成区役所 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用ガス代（系統系）の資金前渡支出について（１０月～３月分）
25,000

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎設備維持管理用　平成27年度男子小便器用尿石等防止薬剤購入経費の支出について（８月、９月分）
20,412

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
800,000

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
420,000

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成27年5月号～平成28年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
48,794

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（９月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成27年度西成区合同庁舎機械警備業務経費の支出について（平成27年9月分）
32,918
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西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成27年度西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務経費の支出について（平成27年9月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務委託（長期継続）の経費の支出について（７月分）
135,588

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障害者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
60,372

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
334,560

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
8,113

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
27,381

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
3,038

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
9,469

西成区役所 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
4,853

西成区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,214

西成区役所 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,838

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用区制９０周年記念イベント記念品作成にかかる経費の支出について
169,560

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２７年５月号～平成２８年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（9月分）
367,708

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２７年度第１四半期分）
3,663

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２７年度第１四半期分）
55,138

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２７年度第１四半期分）
7,643

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区アーカイブ企画運営事業委託にかかる光熱水費の支出について（平成２７年度第１四半期分）
8,974

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月1日折込分）
310,427

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理経費　平成27年度西成区合同庁舎重量（電動）シャッター、電動防潮パネル及び防煙たれ壁　保守点検業務経費の支出について（１回目終了分）
202,316

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成２７年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（９月分）
230,580

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について（平成27年度９月分）
280,069

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理経費　平成27年度西成区合同庁舎自動ドア保守点検業務経費の支出について（７月～９月分）
97,556

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務委託（長期継続）の経費の支出について（８月分）
135,559

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（９月分）
13,608

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙等事務用切手及びレターパックの購入について
37,026

西成区役所 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 役務費　通信運搬費 大阪市長選挙等事務用切手及びレターパックの購入について
37,026

西成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
7,009

西成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
700

西成区役所 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（９月分、第２回）
10,680

西成区役所 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎植栽等管理業務経費の支出について（平成２７年上半期）
346,349

西成区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の家賃の支出について（平成27年11月）
88,000

西成区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（９月分）
2,374,712

西成区役所 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月分）
78,273

西成区役所 市民協働課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業「大阪市立玉出幼稚園PTA 車いすダンスを知ろう」講師謝礼金の支出について
17,200

西成区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい（映画会）における一時保育謝礼の支出について
12,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業及び地域安全防犯対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,250

西成区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 コミュニティ育成事業及び地域安全防犯対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
773

西成区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 コミュニティ育成事業及び地域安全防犯対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,834

西成区役所 市民協働課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 コミュニティ育成事業及び地域安全防犯対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 区民防災セミナー（防災事業用）における報償金の支出について（９月６日開催分）
89,720

西成区役所 市民協働課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２７年８月分）
12,069

西成区役所 市民協働課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（９月分）の支出について
1,026

西成区役所 市民協働課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 緑化推進事業に係る天下茶屋東未利用地上下水道使用料（９月分）の支出について
594

西成区役所 市民協働課 平成27年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業用　関西電力柱への防犯カメラ設置可否にかかる共架事前調査費の支出について
5,346

西成区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　西成区行政機関等人権啓発推進連絡会人権研修の講師謝礼の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災活動事業用　水害ハザードマップ印刷業務にかかる支出について
81,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 人権事業用　西成区人権を考える区民のつどい（映画会）にかかる映画上映業務委託経費の支出について
324,000
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西成区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業用　平成27年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業業務委託にかかる委託料の支出について（８月分）
447,201

西成区役所 市民協働課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　光熱水費 あいりん地域環境整備事業用　防犯カメラ電気使用料の支出について（平成２７年９月分）
16,128

西成区役所 市民協働課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業『山王こどもセンター　社会を知ろう②「なぜ　よまわりをするの？」』講師謝礼金の支出について
4,300

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用花の種（葉ボタン）外１２点購入経費の支出について
62,208

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業及び市民局地域安全対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,680

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 緑化推進事業及び市民局地域安全対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,360

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用 後納郵便料金の支出について（9月分）
6,565

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,642

西成区役所 市民協働課 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　燃料費 緑化推進事業及び市民局地域安全対策事業等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
3,775

西成区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
246

西成区役所 市民協働課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業（未来わがまち推進会議・タウン誌）等用後納郵便料の支出について（９月分）
2,146

西成区役所 市民協働課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　大阪市立西成区民センター管理運営業務委託経費の支出について（第３四半期分）
7,278,225

西成区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全・防犯対策事業用　自転車前かご用ひったくり防止カバー（西成区役所）買入経費の支出について
243,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 需用費　消耗品費 地域安全・防犯対策事業用　自転車前かご用ひったくり防止カバー（西成区役所）買入経費の支出について
243,000

西成区役所 市民協働課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
6,149

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２７年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当ライフイベント記念事業ベビースタイ購入経費の支出について
322,056

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年８月支給決定分の支出について
716,779

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年８月支給決定分の支出について
2,519,115

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２７年度８月分）
2,652,774

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
13,799

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金（９月請求分）の支出について
3,814

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（２７年度８月分）
293,086

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
8,299

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
7,236

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年９月支給決定分の支出について
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２７年１０月１９日支払予定分）
616,229

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
133,308

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２７年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
328

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２７年９月支給決定分の支出について
387,682

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２７年９月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
184,459

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
40,000

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（９月分）
643,902

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
60,848

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２７年９月支給決定分の支出について
1,791,380

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２７年１０月３０日支払予定分）
76,299

西成区役所 窓口サービス課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
123,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（８月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付事業の支出について（受領委任方式）
372,421

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
4,270

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
4,128

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
100,616

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,964

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
32,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　８月分
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　８月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　８月分
1,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業に係る業務委託経費の支出について(平成27年8月分）
1,835,190

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
223,905

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
229,984

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
41,406

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
134,091

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
176,588

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
62,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,806

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
552,117

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
119,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
28,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
236,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
214,248

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　８月分
2,868

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　８月分
832

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
33,119

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待対応支援にかかる移送費（立替払い）の支出について
3,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人等（高齢者）の報酬助成金の支出について
151,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人等（高齢者）の報酬助成金の支出について
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（８月分）
14,537

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
13,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
217,382

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
37,650

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
87,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
194,153

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
105,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
108,534

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
38,748

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
7,015

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
7,579

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
28,998

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
19,926

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
80,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・文書料の支出について（医療扶助費）
12,770

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
42,540
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
49,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月05日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
13,843

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
960

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用ペアスプーン購入経費の支出について
32,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 西成区地域支援調整チーム代表者会議用手話通訳者派遣料の支出について
6,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
1,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
1,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
11,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（８月分）
86,535

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用複写機賃貸借料（その２）の支出について（８月分）
16,541

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　８月分）
39,807

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式複写機賃借料の支出について（３階　８月分）
13,903

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく教材代の支出について（教育扶助費）
29,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
1,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成27年8月分）
9,468

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（９月３日出張分）
1,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（８月３１日出張分）
1,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,324

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,584

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
96,702

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
3,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護サービス費・介護報酬費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
104,934

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,376

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
71,950

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく１８０日超入院診療費・移送費の支出について（医療扶助費）
293,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
211,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
226,543

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月07日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
186,028

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
7,509

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（９月請求分）
8,101

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館運営用水道使用料の支出について（９月請求分）
14,245

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（ソフトバンク株式会社　会計室集約払い解除分・ＮＴＴより切り替え分）の支払いについて（９月請求分）
11,564

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
265,836

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
235,685

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
195,791

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
211,725

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
257,380

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
180,298

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
261,700

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
166,305

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,134

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月08日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
230,539

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
3,690

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館殺菌消毒剤買入の経費の支出について
56,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館クロス用合成洗剤買入の経費の支出について
93,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館における電話使用料（西日本電信電話株式会社　会計室集約払い解除・ソフトバンクより切り替え・新規設定分）の支払いについて（９月請求分）
162,264

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
68,224
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
192,308

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
127,072

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,675

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,864

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
183,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（西成区保健福祉センター分館２階　８月分）
21,204

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
145,971

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
190,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
159,550

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
227,712

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,652,412

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,196,070

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,454,300

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（Ｈ２７．９月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　西成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成２７年９～１０月分）
774,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
360

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成２７年８月分）
840

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人等（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
158,352

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,288

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
27,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
54,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,025

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
30,601

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
63,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
162,636

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
93,016

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
148,543

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国生活保護査察指導職員研修会にかかる出張旅費の支出について
37,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 遺留金の相続財産管理人選任申立にかかる通信運搬費（郵便切手）、及び手数料（収入印紙）の支出について
5,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　手数料 遺留金の相続財産管理人選任申立にかかる通信運搬費（郵便切手）、及び手数料（収入印紙）の支出について
2,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
220,185

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
104,160

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,698

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
21,944

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,014

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
6,318

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
18,574

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,808

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
51,668

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・非指定医療機関診療報酬費の支出について（医療扶助費）
116,550

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月13日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
86,430

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館におけるガス使用料の支払いについて（１０月請求分）
1,248
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
89,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
17,820

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
35,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
185,635

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
135,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,455

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
2,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
334,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護報酬費の支出について（介護扶助費）
11,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,862

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
16,960

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月14日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
59,580

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成27年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリングにおける出張旅費の支出について
60,520

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
149,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
235,309

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
95,790

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月15日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
55,370

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定食事分）
780

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定食事分）
1,746,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
445,875

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用及び生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費について（平成２７年７月・８月分）
1,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用及び生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費について（平成２７年７月・８月分）
5,280

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用及び生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費について（平成２７年７月・８月分）
10,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用及び生活困窮者自立促進支援モデル事業用市内出張交通費について（平成２７年７月・８月分）
1,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
226,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
168,696

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
4,021

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
7,663

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
24,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２７年９月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（９月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
203,106

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２７年９月分）
360,180

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
354,364

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
52,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
2,710

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
130,370

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
282,721

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
240,951

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費・180日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
121,080

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
10,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
20,625

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）業務委託経費の支出について（第３四半期概算払い）
42,760,238
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
10,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館における電気使用料の支払いについて（１０月請求分）
196,461

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２７年度　地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び高齢者・障がい者地域見守り事業業務委託費の支出について（第３四半期分）
771,025

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（８月分・大阪府医師会）
290,565

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度社会福祉士実習指導者講習会の受講料の支出について
15,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２７年度　地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び高齢者・障がい者地域見守り事業業務委託費の支出について（第３四半期分）
9,127,773

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
1,944

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
2,632

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
12,744

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,695

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,279

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
83,357

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（代理受領承認）
360,785

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
80,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
212,010

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
53,070

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
19,367

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
47,610

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
15,900

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
98,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
38,150

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
10,476

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
19,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
7,830

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
288,656

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
289,760

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
317,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
250,030

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料の支出について（医療扶助費）
48,770

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
89,240

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
1,200

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,884,778

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,024,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
26,296

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
11,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
775

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
16,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
29,985

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用ボールペン外３１点購入経費の支出について
3,672

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（１０月分）の支出について
594

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（１０月分）の支出について
928

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
9,040

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
315,622

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
234,068

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
339,400
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
143,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく妊婦健診料・検査料の支出について（生活扶助費）
17,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
254,879

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
240,387

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,274

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
150,430

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
328,361

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
25,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
37,442

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成27年9月決定分）
2,620

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域を中心とした結核対策事業にかかる結核講習会講師謝礼の支出について（平成27年9月分）
15,140

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成27年9月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成27年9月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用郵便切手購入経費の支出について
5,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月22日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
1,754,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
162,372

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
87,730

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
125,492

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受療委任方式）
514,138

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
25,920

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
351,487

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,749

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
129,737

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
363,213

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（11月分）
170,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
154,880

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
331,440

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
265,740

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
282,623

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
14,618

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
290,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（11月分）
85,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
276,978

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（11月分）
550,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
7,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
10,158

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
3,940

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
73,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（11月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
75,720

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
18,320

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（11月分）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２７年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」報償金の支出について(平成２７年９月分)
170,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成27年9月分）
2,177

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）経費の支出について　第３四半期　（平成27年10月～12月分）
3,951,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区あいりん地域内結核対策事業業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（平成27年度第2四半期分）（7月～9月）
4,141,600
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
50,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について　平成27年10月分
40,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
3,530

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業に係る業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
1,835,190

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
909

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
1,488,703

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
54,784

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
593,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
146,144

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
389,832

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
71,348

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,214

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
9,430

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
65,502

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,046,306

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年９月分）
7,266

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年９月分）
29,619

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年９月分）
123,247

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２７年９月分）
1,734

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（９月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用お茶の購入について（５５２人分）
2,381

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,017

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
22,846

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
46,426

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（償還払）
6,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託経費の支出について
137,429

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
208,367

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
209,145

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
239,394

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
252,630

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,368

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
21,350

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分賄材料費の支払について
4,218,680

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障害程度区分審査会用お茶の購入について（５５２人分）
26,830

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,062

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入について（９月分）
2,592

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
6,250

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金等の口座自動引き落としにかかる資金繰り入れについて（第３四半期分）
45,210

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金等の口座自動引き落としにかかる資金繰り入れについて（第３四半期分）
830,841

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金等の口座自動引き落としにかかる資金繰り入れについて（第３四半期分）
57,385

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金等の口座自動引き落としにかかる資金繰り入れについて（第３四半期分）
33,703

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
92,480

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,738

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,888

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,050
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金等の口座自動引き落としにかかる資金繰り入れについて（第３四半期分）
585,810

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,750

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,534

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
34,105

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
492

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,742

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,335

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
23,229

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,237

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,626

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,214

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,675

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
5,764

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
177,112

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,780

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
26,157

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
12,060

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
15,420

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
26,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,258

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,407

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,978

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
9,508

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入について（９月分）
6,237

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
73,204

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
267,460

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
78,944

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
399,705

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
247,811

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・校外活動費の支出について（教育扶助費）
332,492

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
2,910

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
362

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について　９月分
4,008

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,051

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
13,003

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
31,020

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
37,329

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,864

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,169

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
151,432

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
40,740
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西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,413

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,220

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,234

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
871

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,640

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
410

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（９月分）
16,263

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
6,696

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
105,114

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
35,841

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
51,876

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用色紙ほか３点購入経費の支出について
62,670

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,144

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
331,778

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
91,656

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
41,600

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
361,834

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
11,956

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・介護サービス費の支出について（介護扶助費）
65,659

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
386,399

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
61,450

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
289,778

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
318,758

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,601

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
788

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
92

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
410

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
25,323

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
11,228

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
6,824

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
9,800

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
192,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
180,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
105,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
107,499

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
162,000

西成区役所 保健福祉課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
99,900

市会事務局 総務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 海外出張（大阪・ミラノ姉妹都市提携35周年記念事業大阪市会代表団派遣）にかかる同行通訳料の支出について
253,880

市会事務局 総務担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員海外出張用　ミラノＥＸＰＯ国際博覧会１日入場券購入経費の支出について
44,000

市会事務局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
46,945

市会事務局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（８月分）の支出について
30,153

市会事務局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託契約の実施経費の支出について（８月分）
539,892

市会事務局 総務担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２７年８月分）
111,240

市会事務局 総務担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,160

市会事務局 総務担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,160
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市会事務局 総務担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２７年９月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
45,774

市会事務局 総務担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 政務活動費（平成２７年１０月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 正副議長車用　ガソリン給油費（平成２７年８月分）の支出について
12,135

市会事務局 総務担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 正副議長車用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２７年８月分）の支出について
6,840

市会事務局 総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
32,872

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１０月分）（口座振込分）
55,122,520

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１０月分）（資金前渡受領者口座振込分）
100,200

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 議員報酬の支出について（平成２７年１０月分）（所得税等）
11,959,280

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 議会交際費（平成２７年１０月～平成２８年３月分）の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
54,573

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（９月分）
4,644

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入契約の実施並びに同経費の支出について（９月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（９月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２７年度９月分）
111,240

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 会議・研修出席等用出張交通費（９月分）の支出について
15,690

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
108,216

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
10,923

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
96,888

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
96,888

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
108,999

市会事務局 総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
38,468

市会事務局 総務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
22,000

市会事務局 総務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 出張旅費（第６７回全国議事記録議事運営事務研修会に参加）の支出について
34,260

市会事務局 総務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）（市会図書室）
9,553

市会事務局 総務担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）
35,285

市会事務局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　定期購読物購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
6,150

市会事務局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 正副議長車用　市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託超過時間料（９月分）の支出について
39,576

市会事務局 総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託契約の実施経費の支出について（９月分）
539,892

市会事務局 議事担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年６月、７月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
148,770

市会事務局 議事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 財政総務委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
19,440

市会事務局 議事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 財政総務委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
184,200

市会事務局 議事担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　書類製本経費の支出について
145,800

市会事務局 議事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 民生保健委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 交通水道委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 民生保健委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
162,980

市会事務局 議事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 交通水道委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
153,340

市会事務局 議事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 教育こども委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 都市経済委員会行政視察に関する旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 教育こども委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
162,680

市会事務局 議事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 都市経済委員会行政視察に関するバス借上料の支出について
137,400

市会事務局 議事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 税財政関係特別委員長会議にかかる出張旅費の支出について
38,460

市会事務局 議事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 税財政関係特別委員長会議随行にかかる出張旅費の支出について
29,140

市会事務局 議事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２７年６月、７月大阪市会特別委員会記録印刷製本経費の支出について
26,749
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市会事務局 政策調査担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
17,172

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
24,192

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
127,764

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用　大阪市会インターネット議会中継業務委託（長期継続）に係る平成２７年７月～平成２７年９月分の経費支出について
910,578

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書購入経費支出について
104,220

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
1,836

市会事務局 政策調査担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
45,090

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費（８月分）
25,282

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２７年９月分）の支出について
68,538

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成２７年９月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式賃貸借料（平成２７年９月分）の支出について
20,247

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地域再生の罠購入経費の支出について
864

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 旅費　委員旅費 監査委員用　平成27年度近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研修会出席にかかる旅費支出負担行為決議兼支出命令について
42,660

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
2,800

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
164

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（９月分）の支出について
4,000

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
25,638

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方行政（７月～９月分）購入経費の支出について
17,172

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（９月分）の支出について
141,191

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　月刊ガバナンス（７月～９月分）購入経費の支出について
3,078

行政委員会事務局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（9月分）の支出について
18,645

行政委員会事務局 監査課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　2015年版　包括外部監査の通信簿の購入にかかる支出について
6,000

行政委員会事務局 監査課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出負担行為決議について（平成27年度分）平成27年9月分
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　平成27年度（第62回）近畿・北陸・東海三地区共催都市監査事務研修会への出席にかかる出張命令について
42,660

行政委員会事務局 監査課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　改訂版ＩＴ監査とＩＴ統制外３点の購入にかかる支出について
14,582

行政委員会事務局 監査課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成27年第３回監査報告書ほか１点の印刷にかかる支出について
114,048

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　光熱水費 任用事務用　職員採用試験第1次試験会場の借用にかかる光熱水費の支出について（10月11日分）
36,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　広告料 任用事務用　転職情報サイトへの掲載及び同経費の支出について
216,000

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　採用試験関係事務物品ガムテープ外９点にかかる支出について
35,980

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 任用事務用　採用試験関係物品（お茶）の購入にかかる支出について
15,007

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 身体障がい者を対象とした職員採用試験における関係書類点字訳業務にかかる経費の支出について
891,892

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 任用事務用　身体障がい者を対象とした採用試験の手話通訳にかかる経費の支出について
11,600

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験等の従事等にかかる交通費の支出について
3,726

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 身体障がい者を対象とした職員採用試験関係書類（解答用紙）墨字訳業務の委託について
30,618

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　教養試験問題集①外３件の印刷にかかる支出について
132,192

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験にかかる大阪市立大学周辺警備業務の支出について（９月試験）
58,255

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 任用事務用　職員（大学卒程度技術）採用試験要綱発送に係るＤＭ便料金の支出について
25,284

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　任用システム用機器一式借入契約（長期継続）の使用料の支出（平成27年９月分）について
46,764

行政委員会事務局 任用課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験にかかる大阪市立大学周辺警備業務の支出について（10月試験）
64,260

行政委員会事務局 調査課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 給与報告事務用　職員の給与に関する報告及び勧告の本文及び参考資料、人事管理制度に関する報告の印刷にかかる印刷製本費の支出について
224,100

行政委員会事務局 調査課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（平成27年９月分）
24,840

行政委員会事務局 調査課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用　平成27年度大都市人事委員会連絡協議会職員研修会（給与関係）への出席について
12,040

行政委員会事務局 調査課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 公平審査事務用　平成24年（不）第７号、第８号事案第１回口頭審理速記料の支出について
46,170

行政委員会事務局 調査課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与報告事務用　大都市人事委員会連絡協議会課長会議への出席に係る旅費支出負担行為決議兼支出命令について
28,240

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 委託料　委託料 特別区設置住民投票用期日前投票システムサポート業務委託経費の支出について
7,857,000
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行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 住民投票費 委託料　委託料 特別区設置住民投票用投開票速報サポート業務委託経費の支出について
2,195,100

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について
2,410

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について
280

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について
280

行政委員会事務局 選挙課（２部経費執行用） 平成27年10月26日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 報償費　報償金 市長・知事選挙啓発用企画提案審査選定委員の交通費の支出について
2,410

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（８月分）
134,892

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　教育関係判例集の購入経費の支出について
7,305

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　市町村事務要覧　公の施設編の購入経費の支出について
12,960

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入にかかる使用料の支出について(９月分)
714,384

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる使用料の支出ついて(９月分)
655,797

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(９月分)
4,620

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　料金後納郵便料金の経費支出について(９月分)
1,181,356

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について(９月分)
242,271

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
12,300

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（７月～９月分）
54,108

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる使用料の支出について（９月分）
21,816

教育委員会事務局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
134,892

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1545－1557」外1点の購入経費の支出について
58,752

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1558－1568」外1点の購入並びに同経費の支出について
79,488

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 土地利用履歴等調査及び土壌汚染状況調査計画書作成業務委託経費の支出について
756,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（８月分その２）
722,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　２ブロック（都島区外３区52校）にかかる経費の支出について（８月分その２）
78,810

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業、理科教室等付帯設備整備事業　教師用実験台　外４点にかかる購入経費の支出について
1,758,132

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　冷却ファンの購入経費の支出について
64,152

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業、理科教室等付帯設備整備事業　教師用実験台　外４点にかかる購入経費の支出について
1,319,868

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（7～9月分）
227,053

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　高松小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
1,077,072

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　城北小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
7,845,708

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　住吉小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
6,851,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　淀川小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
7,911,162

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加島小学校借地料（４～９月分）の支出について
1,491,972

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　諏訪小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
6,832,608

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎本庄小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
5,214,636

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎小学校借地料（７～９月分）の支出について
4,795,416

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（９月分）の支出について(実施決裁済）
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎小学校借地料（４～９月分）の支出について（半年払い分　実施決裁済）
7,617,258

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　丸山小学校借地料（７～９月分）の支出について
1,599,456

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北鶴橋小学校借地料（７～９月分）の支出について
14,718,843

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加美小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
15,010,281

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
12,123,765

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　東淡路小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
25,923,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北中島小学校借地料（４～９月分）の支出について
771,222

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　茨田北小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
3,212,550

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　安立小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
328,182
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　育和小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
792,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　今福小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
9,425,802

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　大江小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
130,380

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　榎並小学校借地料（４～９月分）の支出について
883,050

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（９月分）の支出について（実施決裁済み）
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（４～９月分）の支出について　（年２回払い）
4,587,042

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（７～９月分）の支出について　（年４回払い）
13,997,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 「公立学校施設整備関係執務提要　615－618号」の購入及び同所要経費の支出について
9,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（7～9月分）
873,086

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（９月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託経費の支出について（7～9月分）
1,079,301

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（９月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業に伴う仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（９月分）
3,078,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育設備整備事業　プロジェクターの購入経費の支出について
169,992

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと扇町高等学校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
30,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械機動警備委託経費の支出について（９月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　壁掛け式扇風機（その２）の購入経費の支出について
246,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）
24,662

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　ガスファンヒーターの購入経費の支出について
157,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　校内放送設備　音声調整卓外９点の購入経費の支出について
89,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　校内放送設備　音声調整卓外９点の購入経費の支出について
538,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（９月分）
1,727,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
272,443

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区41校）にかかる経費の支出について（９月分）
47,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
595,161

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,084,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
958,071

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度　非常通報設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
5,772,384

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
1,148,904

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
589,585

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
542,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（９月分）
611,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
254,956

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
249,583

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
112,182

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
40,065

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
38,397
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教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
31,870

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（９月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高等学校教育環境改善事業委託にかかる経費の支出について（上半期分）
54,494,807

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
19,199

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
63,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 平成２７年度　非常通報設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（上半期分）
212,544

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
16,026

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（９月分）
108,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校機械警備業務委託（５ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（６ブロック）（９月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎等補修事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（９月分）
105,792

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（８ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
81,324

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校機械警備委託（1ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（９月分）
31,869

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 学校管理用　学校機機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
7,884

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（１０月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（９月分）
24,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 内部設備整備事業　プロジェクター外１点の購入経費の支出について
9,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備事業　プロジェクター外１点の購入経費の支出について
91,260

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入経費の支出について
25,707

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入経費の支出について
21,600

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 就学通知書発送等用窓あき封筒外1点の作成経費の支出について
382,916

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金にかかる債権差押命令申立経費の支出について
3,990

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金にかかる債権差押命令申立経費の支出について
8,900

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 定時制高等学校（中央・都島・第二工芸)入学案内リーフレットの作成経費の支出について
87,480

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（9月分）
49,646

教育委員会事務局 学事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 いまみや小中一貫校（大阪市立新今宮小学校、大阪市立今宮中学校）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
1,296,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第３回デザイン教育研究所あり方検討プロジェクトの開催及び同所要経費の支出について
32,670

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,330

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
751

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教育政策課事業調整用市内出張交通費の支出について（９月分）
360

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国際バカロレアの導入を行う教育委員会間の情報交換会（第２回）への出席に係る出張及び同経費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育政策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 教育委員会事務局における会議等の音声データ反訳による会議録等作成業務委託（単価契約）の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
157,950

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護課用事務用品ふせんほか７点の購入にかかる経費の支払いについて
40,613

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化庁文化部記念物課との補助金等にかかる協議にかかる旅費の支払いについて
28,300

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設における水道代（９月分）の支出について
59,584

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 東淀川調査事務所の機械警備業務委託にかかる経費の支出（９月分）について
8,100

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 大阪市東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出（９月分）について
26,433

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所における電気料金（９月分）の支出について
93,687

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費９月分の支出について
7,010

教育委員会事務局 文化財保護課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 平成27年度文化財建造物保存修理関係者等連絡協議会（第61回）並びに第8回登録有形文化財（建造物）事務担当者連絡会にかかる旅費の支払いについて
37,940

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 ウィルス対策ソフトの購入経費の支出について
19,980

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（労働事務要覧　労働基準編外１点）の購入にかかる経費の支出について
74,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（地方公務員実務提要外１点）の購入にかかる経費支出について
82,296

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
38,232
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　FAX電話機外２件の購入にかかる経費の支出について
48,637

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（公立学校管理運営執務提要）の購入にかかる経費の支出について
9,924

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　シュレッダー袋　外３６点の購入にかかる経費支出について
70,524

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録（注解労働安全衛生関係法令解釈例規集）の購入にかかる経費の支出について
23,012

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 採用選考事務用　教員採用テスト２次選考問題・解答用紙の印刷経費の支出について
920,408

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市一種免許状取得免許法認定講習にかかる講師謝礼の支出について
307,420

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 教員採用選考第１次筆答テスト問題作成の委託にかかる経費の支出について
95,289

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（９月分）
54,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度　校園文書等逓送業務委託経費（９月分）の支払いについて
3,557,493

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（９月分）
72,399

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（校園営繕園芸事務所職員）１名の７月分再振込分の支出について
590

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成27年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費　ガス料金（10月分）の支払いについて
35,021

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成２７年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費　上下水道料金（９月分）の支払いについて
59,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 平成２７年度　校園営繕園芸事務所にかかる光熱水費　上下水道料金（９月分）の支払いについて
29,437

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成27年第４回指導力向上支援・判定会議の開催に係る所要経費の支出について
79,788

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
103,622

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
8,603

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 第67回市立校園職員児童生徒表彰式にかかる吹奏楽部交通費の支出について
15,740

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（８月分）
22,870

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
2,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（10月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 新任教員採用内定者研修受講者連絡用はがきの購入及び同所要経費の支出について
34,528

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成27年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（10月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（８月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（８月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費の支出について（非常勤嘱託職員、平成２７年８月分）
4,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（８月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（８月分）
1,571,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 ラベルシール（２０面） 外１５点購入経費の支出について
44,064

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用フラットファイル外２点の購入経費の支出について
28,188

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 クレオ大阪中央舞台設備操作等業務委託にかかる経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学校給食用長池小学校給食機器入替えに伴うガス設備工事に関する所要経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ガスフライヤー買入に関する経費の支出について
1,058,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食冷凍庫外１点買入（その２）に関する経費の支出について
1,377,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入の実施ならびに同経費の支出について(第６回中間払　平成２７年９月分)
289,366

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成27年7月分）
884,592

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入の実施ならびに同経費の支出について(第６回中間払　平成２７年９月分)
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成27年7月分）
402,192

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外10点の購入経費の支出について
14,257,598

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外10点の購入経費の支出について
1,148,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入（その２）に関する経費の支出について
6,318,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（８月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２７年６月分)
36,640

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用　教材【絵の具(１)　外15点】の買入れにかかる経費の支出について
83,376
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 追録（逐条解説学校保健法規集外１点）購入にかかる経費の支出について
14,787

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用長靴・軽作業靴・防寒長靴の購入経費の支出について
4,221,385

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用ゴム手袋の購入経費の支出について
334,854

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用軍手の購入経費の支出について
320,138

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用（白衣長袖女子用外４点）の購入経費の支出について
1,274,022

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用軍手の購入経費の支出について
27,258

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用ゴム手袋の購入経費の支出について
31,482

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用長靴・軽作業靴・防寒長靴の購入経費の支出について
353,716

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用（白衣長袖女子用外４点）の購入経費の支出について
70,389

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
117,107,025

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
53,265,042

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分食材費）
284,088,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
39,654,235

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
17,372,155

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分委託費）
6,223,753

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
234,509

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
471,735

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
651,015

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
1,629,427

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
3,207,063

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
1,209,522

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
526,845

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び特別支援学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（９月分委託費）
188,747

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託の経費支出について（小学校９月分）
97,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成27年度検便検査にかかる業務委託の経費支出について（９月分）
315,057

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託の経費支出について（９月分）
139,266

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピューター機器賃借経費の支出について（９月分）
3,337

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 負担金、補助及交付金　会費 第66回全国学校給食研究協議大会にかかる参加費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立瓜破小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,565,892

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 菅原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,069,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南大江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,593,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 鯰江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,356,199

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 玉出小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,457,099

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立弁天小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加賀屋東小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,208,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 淀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,453,319

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鶴見南小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,382,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 片江小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,553,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎並小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,968,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新高小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,041,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,025,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立古市小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,629,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 真田山小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,069,999
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,857,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 加島小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,910,699

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,474,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,090,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 三軒家東小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,493,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 新森小路小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,860,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南田辺小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,874,430

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 茨田小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,466,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,081,970

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 堀川小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,767,150

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 柏里小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,233,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,091,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長居小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
3,590,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 諏訪小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,220,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北巽小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,404,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高見小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,613,159

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南港桜小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,566,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,556,820

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 豊仁小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,449,270

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高倉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,241,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 難波元町小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,232,999

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,430,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 喜連小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,445,399

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,571,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,018,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長吉小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
3,483,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 宮原小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
1,605,599

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 榎本小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,364,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 南住吉小学校の学校給食調理等業務委託料の支出について（９月分）
2,004,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
545,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
509,400
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
545,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学校給食用長吉出戸小学校給食機器入替えに伴うガス設備工事に関する所要経費の支出について
13,716

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用経費の支出について（9月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託経費の支出について（9月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（9月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成27年度　検食用給食の配送業務委託（バイク便）の実施経費の支出について（9月分）
21,168

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピューターシステムメンテナンス業務委託経費の支出について（中学校　８・９月分）
24,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の振替不能による再支出について(平成２７年７月分)
2,031

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）食材費
21,804,323

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
23,060,553

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
26,032,152

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（９月分）
38,735,667

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
24,716,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）食材費
28,735,177

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
27,849,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
27,461,656

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
18,343,123

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）調理・配送・配膳経費
15,734,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）調理・配送・配膳経費
25,566,394

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
17,318,136

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第７ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
694,008

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第６ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,268,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
19,137,294

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
21,026,088

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第１ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,130,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第２ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
741,636

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
20,399,107

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第４ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
771,012

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
13,066,648

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第５ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
476,280

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
20,568,978

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第８ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,044,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第３ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,145,664

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 第79回全国学校歯科保健研究大会にかかる出張経費の支出について
28,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健総合支援事業「大阪市の学校保健委員会の活性化」にかかる講演会クレオ大阪中央舞台設備操作等業務委託料の支出について
70,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 第７９回全国学校歯科保健研究大会にかかる参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市学校給食標準献立会議構成員報償金の支出について（平成２７年３学期分献立関係）
2,900

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度もと教職員カウンセリングルーム管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年10月分）
112,360

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成27年度教職員健康診断等業務委託経費の支出について（第３回）
45,079,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（9月分）
37,692

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成27年８月分）
14,926

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（平成27年９月分）
451,602

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度こころの健康づくりサポート業務委託経費の支出について（平成27年９月分）
1,442,608

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　会費 第４３回日本救急医学会総会・学術集会への参加費の支出について
17,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用安全衛生推進者養成講習会の受講料の支出について（平成27年10月受講分）
72,002

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２７年度教職員胃検診業務委託経費の支出について
10,804,860

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度もと教職員カウンセリングルーム管理費及び修繕積立金の支出について（平成27年11月分）
112,360

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（８月分）
5,606
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教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立生涯学習センター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
40,662,576

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（10～12月分）
18,095,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（10～12月分）
4,988,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 「たそがれコンサート」事業運営業務委託（下半期分）の支出について
249,424

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２７年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
94,738

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
55,043

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２７年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
236,844

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 NTT西日本電話料金等（１０月分）の支出について
3,687

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２７年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（平成２７年４月～９月分）
2,454,818

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度大阪市立総合生涯学習センターにかかる施設管理費等の支出について（１０月分）
4,702,337

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと生江青少年会館国有地賃貸料（平成２７年度分）の支出について（３／４回）
192,727

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
597

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
725

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度　キッズプラザ大阪に係る賃借料の支出について(10月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（１０月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと生江青少年会館外８館機械警備業務委託費の支出について（第２四半期分）
482,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市生涯学習ルームふぇすてぃばるに係る消耗品の購入経費の支出について
90,666

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 平成27年度生涯学習ルームふぇすてぃばるにかかるパンフレットの作成経費の支出について
99,792

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 全国生涯学習・社会教育主管部課長会議にかかる旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（９月分）
12,319

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便９月分後納料金の支出について
29,503

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(９月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成27年度　視覚障がい者成人学校事業の実施にかかる経費の支出について（口座振替不能による再支出）
670,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度大阪市立阿倍野市民学習センターにかかる施設管理費等の支出について（１１月分）
2,871,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・初等教育担当分）の支出について
73,790

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度秋田県学力向上フォーラム参加にかかる出張旅費の支出について（10月2日～10月3日）
123,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・中学校教育担当（生活指導グループ）分）の支出について
20,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・インクルーシブ教育推進担当（教育センター・こども相談センター分庁舎）分）の支出について
17,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・中学校教育担当分）の支出について
52,946

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（８月分・インクルーシブ教育推進担当分）の支出について
32,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（７月分）
10,470,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第２回大阪市外国語（英語）指導員(C-NET)雇用にかかる包括的管理業務受託事業者選定会議の実施にかかる経費の支出について（27年8月31日）
63,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月2日分）
12,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(当日)硬式野球
100,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）9月請求分水道料金の支払いについて
39,063

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月5日分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語教育重点校研修実施にかかる経費の支出について（9月16日）
15,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度学校図書館司書教諭講習の実施にかかる講師謝礼金の支出について（口座不能再支出分）
23,202

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（トレーニング）」にかかる経費支出について（８月２６日）
26,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用スティックのり外１４点の購入にかかる経費の支出について
10,694

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用スティックのり外１４点の購入にかかる経費の支出について
22,486

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（5月7日）
29,710

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（6月4日）
23,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成27年度大阪市立高等学校芸術祭ポスター印刷経費の支出について
46,656

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 大阪市キャリア教育支援センター用　裁断機刃研磨及び法定点検にかかる経費の支出について
43,848
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（８月分）
1,053,870

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成２７年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について④
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成２７年度国際理解教育推進事業通訳指導者にかかる損害保険料の支出について④
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「天王寺区水泳指導研修会」にかかる経費支出について（７月２日）
26,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザー市内出張交通費（８月分）
20,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（９月分）
108,328

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月9日分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　印刷製本費 平成２７年度大阪市中学校総合体育大会用賞状外２点の印刷に係る経費の支出について
109,242

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育推進講座の研修会における講師派遣の謝礼金について（9月30日）
15,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（9月30日）
26,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・人権・国際理解教育担当分）の支出について
32,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
10,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（１０月分）
7,256

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
791

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
1,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分）
13,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市中学校総合文化祭にかかる会場使用料の支出について
472,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入経費の支出について（９月以降実施分追加分）
36,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（７月分）
191,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２７年度大阪市中学校総合文化祭のプログラムの印刷経費の支出について
31,752

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）９月請求分電気料金の支払いについて
1,124,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国特別支援学校長会外１１団体の会費にかかる経費の支出について
415,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度　第2回　理科補助員研修会（実技研修会）の実施ならびに講師謝礼金の支出について
21,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 ＳＰＨ事業　全国福祉高等学校長会研究協議会並びに福祉担当教員等研究への出席に係る経費の支出について（８月６日～７日）
20,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる付添職員旅費の支出について
405,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２７年度高校生海外研修事業（咲くやこの花高校）にかかる付添職員旅費の支出について
540,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成27年度自立活動支援業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
196,020

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２７年度市立小学校・中学校等在籍児童等支援業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
1,659,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２７年度もと幼児教育センター清掃業務委託（７～９月分）経費の支出について
44,496

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（咲くやこの花高校）にかかる現地借上バス代の支出について
31,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
639,122

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
622,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜宮高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
659,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 生活指導サポートセンター設置にかかる乾式電子複写機の買入にかかる経費の支出についてについて
259,200
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校校外学習バス運行業務委託②の同所要経費の支出について
172,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（体操）
135,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用料に係る経費支出について(陸上）
170,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用料に係る経費支出について（陸上）
364,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる現地施設見学料及び借上バス代の支出について
38,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる現地施設見学料及び借上バス代の支出について
86,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪市中学校秋季総合体育大会に係る会場使用料の支出について（サッカー）
38,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成27年度大阪市中学校・高等学校総合体育大会に係るタクシーの借上業務委託経費の支出について
77,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度学校図書館司書教諭講習の実施にかかる講師謝礼金の支出について（口座不能再々支出分）
23,202

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（９月分）にかかる経費支出について
21,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度　特別支援学校教育職員免許法認定講習会講師謝礼金額の支払いについて
195,550

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 言語力の向上支援事業にかかる報償金の支出について（６月分）
193,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（9月4日）
15,180

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　中学校部活動指導にかかる新規事業　部活動のあり方研究事業（委託団体活用モデル事業）についての視察への出張旅費の支出について
80,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・高等学校教育担当分）の支出について
22,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・インクルーシブ教育推進担当分）の支出について
35,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・インクルーシブ教育推進担当（教育センター・こども相談センター分庁舎）分）の支出について
20,510

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・業務調整担当分）の支出について
16,010

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語イノベーション事業　イングリッシュデイ用両面テープ外17点の購入経費の支出について
71,813

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２７年度もと幼児教育センター昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託経費（７～９月分）の支出について
249,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン等一式長期借入（平成23年度契約開始分）にかかる経費の支出について
95,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立中学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　西日本ＰＡＭ）
7,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校通学バス運行業務委託内カーテン設置にかかる経費の支出について
702,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育推進講座の研修会における講師派遣の謝礼金について（10月9日）
15,980

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　帰国・外国人児童生徒教育及び国際理解教育担当指導主事等連絡協議会（第二部）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　国際理解教育担当指導主事等連絡協議会への出席にかかる主張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国学力・学習状況調査に関わる未指導事案についての報告にかかる出張旅費の支出について
58,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 要望書の提出及び協議にかかる出張旅費の支出について
59,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 いじめ防止サミットｉｎ大津への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
2,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校・総合的な学習の時間）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　指定都市指導事務主管課長会への出席にかかる出張旅費の支出について
84,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２７年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代（９月分）の経費支出について
2,702

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 平成27年度インクルーシブ教育システム構築事業における合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について（やたなか小中一貫校）
80

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 平成27年度インクルーシブ教育システム構築事業における合理的配慮スタッフにかかるボランティア保険加入経費の支出について（やたなか小中一貫校）
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月26日分）
12,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費支出について（８月分）
985,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語音声指導支援ボランティア活動にかかる報償金の支出について（９月分）
106,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・中学校教育担当（生活指導グループ）分）の支出について
20,910

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度全国産業教育主管課長連絡会定期総会への出張旅費の支出について
30,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議へ出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度人権教育担当指導主事連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校生活科）への出席にかかる出張旅費の支出について
29,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小学校・特別活動）への出席にかかる出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 健康教育指導者養成研修　学校安全コースの受講にかかる出張旅費の支出について
46,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成27年度外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修（管理者用コース）への参加にかかる出張旅費の支出について
37,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月27日分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立小中学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　日本交通）
31,710
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入にかかる経費の支出について（９月以降実施分追加分）
750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立小中学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　日本交通）
65,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育システム構築と合理的配慮にかかる研修会の開催にかかる講師謝礼金の支出について（9月14日　医療的ケア保護者研修会）
15,620

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語教育重点校カリキュラムアドバイザー会議にかかる謝礼金の支出について（9月8日）
63,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導サポートセンター有償ボランティアにかかる報償金の支出について（９月分）
89,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の支出について（友渕小学校9月30日）
26,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度　小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（中学校・特別活動）への出席にかかる出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度　小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会（小中学校・総則）への出席にかかる出張旅費の支出について
28,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学習上の支援機器等教材活用促進事業にかかる大阪市立特別支援学校向け通信サービスの提供にかかる経費の支出について
23,089

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 賃金　賃金 デザイン教育研究所介助補助員賃金の支出について（９月分）
10,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立小学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　朝日自動車）
4,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　朋友福祉タクシー）
74,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　森下軽福祉）
53,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　たんぽぽ）
56,810

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　太陽）
84,170

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　クローバーホーム）
172,380

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　いろは）
49,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　新大阪タクシー）
205,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　日本タクシー）
101,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２７年度幼稚園介助アルバイト（９月分）にかかる経費支出について
2,049,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・教育活動支援担当（学力向上グループ）分）の支出について
7,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・英語教育グループ分）の支出について
5,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・初等教育担当分）の支出について
57,630

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 生活指導サポートセンター用ノート型パソコン外１点の購入経費の支出について
10,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務実施における所要経費の支出について（９月分）
24,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援教育の機能集約の整備にかかる（仮称）特別支援教育センター機械警備業務委託の実施について（９月分）
97,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　特別支援教育の充実事業⑥特別支援教育の機能集約の整備にかかる研修会の支払いについて（10月29日分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 生活指導サポートセンター用ノート型パソコン外１点の購入経費の支出について
767,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立小学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　国際興業）
4,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立小学校における重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　大阪第一交通）
15,830

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
902,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
941,868

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校通学バス運行運行業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,682,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
2,308,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行業務（９月）
2,764,044

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立視覚特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
4,386,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立西淀川特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
6,402,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
4,288,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立難波特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
1,096,585

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立光陽特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
5,171,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,744,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立生野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）生野特別支援学校分
3,488,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）通学バス運行業務にかかる経費の支出について（９月分）
861,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）１コース
1,003,428

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立思斉特別支援学校　通学バス運行業務にかかる経費の支出について（９月分）
3,560,220

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　福介社）
142,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立難波特別支援学校通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
2,277,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立平野特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　　東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）分
1,785,240
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立東住吉特別支援学校（肢体不自由教育部門）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
872,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　中井介護支援事務所）
89,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立住之江特別支援学校外通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）　　東住吉特別支援学校（知的障がい教育部門）
1,842,696

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　チャチャ）
39,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 スーパーサイエンスハイスクール支援事業事務員賃金の支出について（９月分）
101,417

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（９月分）
88,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成27年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の経費支出について（９月分）
1,368,310

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科支援員等配置事業に係る支援員報償金の支出について（９月分）
2,004,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（７～９月分）の支出について
1,481,430

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解クラブ時間講師報酬にかかる支出について(９月分）
355,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度学校元気アップ地域コーディネーター報償費にかかる経費支出について（８月分）
7,876,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（中学校）（９月分）
2,543,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度いじめ・不登校問題対策事業ケース会議にかかる報償金の支出について（文の里中学校9月24日）
26,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る学習支援事業に係る支援員報償金の支出について（小学校）（９月分）
5,866,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（10月16日）
10,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度 学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
37,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２７年度指導部市内出張交通費（９月分・中学校教育担当分）の支出について
71,804

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成27年度全国高等学校教育改革研究協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
37,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（１０月分）
8,155

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（１０月分）
25

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
206,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる賃金の支出について（９月分）
484,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市立特別支援学校重度障がい児通学等タクシー事業の支払いについて（第２四半期　あるる介護）
45,720

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 今津中学校区地域本部研修の講師謝礼にかかる支出について
8,600

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 部活動のあり方研究の実施用手提げ金庫の購入並びに同所要経費の支出について
55,296

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（９月分）の支出について
1,320

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成27年度大阪市史編纂事業の所要経費の支出について（第３四半期分）
9,222,971

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
116,735

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金７月分の支出について
131,938

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
403,139

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
139,561

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金７月分の支出について
12,759

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金８月分の支出について
513,761

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（７月分）の支払いについて
162,154

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 再生トナー買入の実施と同経費の支出について
90,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８月分）の支払いについて
97,677

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　蛍光灯買入経費の支出について
939,276

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
29,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
46,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館　地下書庫防かび対策用工業用扇風機の買入経費の支出について
63,879

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金９月分の支出について
122,178

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金９月分の支出について
29,125

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金９月分の支出について
278,814

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
46,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　住之江複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
29,673

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
93,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
15,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
18,594
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月）
25,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　港複合施設　昇降機保守点検業務委託経費の支出について（７～９月分）
32,931

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
56,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
31,259

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
147,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東住吉複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
35,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
86,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
129,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
365,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設他２１施設　自動扉保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
251,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
37,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
6,675

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
12,391

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
200,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
15,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
410

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
18,335

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
191,596

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
27,722

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭複合施設　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
100,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
55,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,858,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託経費の支出について（９月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
45,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立城東図書館　機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
5,184

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
218,274

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
68,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
2,540,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
101,510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
88,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　島之内図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
180,456

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
61,365

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　トレイ搬送設備保守点検業務経費の支出について　（４～９月分）
1,661,083

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
12,663,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
11,340

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
7,578,036

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
615,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　城東図書館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
130,429

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
137,199

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
125,593

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
7,803,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央図書館一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（９月分）
17,449
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる経費の支出について（９月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　機械警備業務費分担金の支出について（７～９月分）
10,368

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（９月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 島之内図書館機械警備料分担金の支出について（４月～７月分）
4,132

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について　（９月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 福島図書館　機械警備料分担金の支出について（７～９月分）
7,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 阿倍野図書館　機械警備業務分担金の支出について（７～９月分）
12,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館廃棄物処理料分担金の支出について（4月～9月分）
29,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 消毒剤買入の実施および同経費の支出について
30,067

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
157,108

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
364,355

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金９月分の支出について
81,290

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館水道料金９月分の支出について
25,641

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金９月分の支出について
135,246

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金９月分の支出について
8,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
18,064

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
10,478

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金９月分の支出について
145,131

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務経費の支出について　　（９月分）
752,220

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（７～９月分）
274,086

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
1,552,815

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（４～９月分）
2,247,264

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（９月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
141,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
3,134

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（９月分）の支出について
36,607

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
60,367

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
464,268

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　浪速図書館　閲覧室空調室外機修繕経費の支出について
356,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島図書館外２館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
177,043

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
66,466

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉複合施設　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
121,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 此花図書館　清掃業務費分担金の支出について　（７～９月分）
13,218

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東淀川図書館地下駐車場電灯安定器・外灯用タイムスイッチ取替作業分担金の支出について
27,733

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館消防設備点検料分担金の支出について
58,482

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 東住吉図書館共用部分清掃業務料分担金の支出について（上期）
33,282

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 鶴見図書館熱源機器及び空調設備保守料分担金の支出について
481,140

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　中央図書館　汚水槽・雑排水槽用フロートスイッチ取替修繕経費の支出について
226,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　船車修繕料 自動車文庫事業用　自動車文庫車２号車にかかる１２か月定期点検経費の支出について
57,078

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（９月分）
38,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館　空調設備業務委託料分担金の支出について（第２四半期分）
144,281

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,289

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金９月分の支出について
501,103

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金８月分の支出について
37,082

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金９月分の支出について
318,562

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金１０月分の支出について
1,129
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　平野図書館　閲覧室空調機ドレンポンプ等修繕経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　防水扉保守点検業務経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 旭図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（４月～９月分）
54,432

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用第18回図書館フェスティバル周知用チラシの印刷経費の支出について
73,440

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館児童向け行事にかかる講師謝礼金の支出について（9月）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用　平成２７年度古文書からみる大阪講座の実施経費の支出について
8,880

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書整理用郷土地図ラミネート加工（簡易）業務委託経費の支出について
75,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダー機器長期借入経費の支出について（２７年９月分）
91,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館外４館公衆無線LANサービス提供経費の支出について（平成27年7月～9月分）
81,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用図書館カード申込書の印刷経費の支出について
179,280

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（１０月）
14,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（９月地域図書館）
10,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（９月中央図書館）
142,480

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用印刷機用インクの購入経費の支出について
187,920

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成27年度障がい者サービス事業用郵送貸出用切手の購入経費の支出について
99,750

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成27年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（９月）の協力者謝礼金の支出について
246,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平成27年度障がい者サービス事業用録音雑誌の購入経費の支出について（７月号～９月号）
16,560

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用点字プリンター用紙の購入経費の支出について
30,456

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ページヘルパー（１５ｍｍ幅）外5点の購入経費の支出について
190,512

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外8館視聴覚サービス事業用録音資料購入経費の支出について（8月分）
962,297

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌購入経費の支出について（８月分）
931,040

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
210,259

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
209,175

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
179,148

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
241,515

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
246,522

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
270,143

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
203,126

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（8月分）
948,766

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
205,788

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,518,808

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,488,017

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外５館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,268,145

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,664,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外４館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
1,251,543

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
91,086

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外３館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（８月分）
561,077

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
244,618

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用インドネシア語図書及びマーク購入経費の支出について(9月分)
5,848

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌購入経費の支出について（8月分）
249,490

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用インドネシア語図書及びマーク購入経費の支出について(9月分)
218,931

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用地図購入経費の支出について
46,041

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
445,826
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１５年９月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書影データ使用料の支出について（ＢＯＯＫＡＳＰサービス）（２０１５年４月～９月分）
97,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ利用料の支出について（Ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ）（平成２７年４月～９月分）
266,544

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１５年９月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１５年９月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
3,276,878

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 図書館情報ネットワークシステム事業用運用研修費の支出について(ＨＴＭＬとＣＳＳによるホームページ作成(UJS29L)：平成27年8月26日から8月27日)
59,292

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入にかかる経費支出について（７月～９月分）
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（７月～９月分）
109,014

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用繁体字中国語図書及びマーク購入経費の支出について（８月分）
11,664

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（７月～９月分）
111,888

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌購入及び同所要経費の支出について（７月～９月分）
82,798

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（７月～９月分）
514,089

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（７月～９月分）
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１０館閲覧用官報購入経費の支出について（７月～９月分）
120,153

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（７月～９月分）
63,843

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（９月分）
19,911

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用繁体字中国語図書及びマーク購入経費の支出について（８月分）
365,030

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
41,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
16,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用データカートリッジ外5点買入経費の支出について
775,386
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用ポルトガル語図書及びマーク購入経費の支出について(9月分)
5,400

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ利用料の支出について（ＴＲＣＡＶマーク単価契約）（２０１５年４月～９月分）
279,072

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ購入ならびに利用料の支出について（ＴＲＣ新刊全件マーク外４点）（２０１５年４～９月分）
2,561,139

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用ポルトガル語図書及びマーク購入経費の支出について(9月分)
295,557

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
36,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌購入経費の支出について（９月分）
43,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌購入経費の支出について（９月分）
51,018

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌購入経費の支出について（９月分）
75,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報購入経費の支出について（４月～９月分）
14,472

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録購入経費の支出について（９月分）
31,104

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌購入にかかる契約変更について（９月分）
106,622

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
46,707

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（4月～9月分）
26,574

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用地図購入経費の支出について(第3回納品分)
191,672

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクlight/IP8)の支出について(平成27年9月分)
16,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～8月分）
8,074

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市立図書館閲覧用ハングル図書及びマーク購入経費の支出について(9月分）
22,704

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成27年9月分)
18,163

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成27年9月分)
1,334

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 市立図書館閲覧用ハングル図書及びマーク購入経費の支出について(9月分）
822,566

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館外8館視聴覚サービス事業用録音資料購入並びに同所要経費の支出について（９月分）
758,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館情報ネットワークシステム事業用バッテリーパック買入経費の支出について
175,392

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について（イーサネットVPN 平成27年9月分）
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「NICHIGAI/WEB MAGAZINEPLUS」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
63,755

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「エコロジーエクスプレス」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
53,460

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
40,095

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「毎索」使用料の支出について(平成27年9月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成27年9月分)
13,419

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成27年9月分)
45,441

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成27年9月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Web OYA-bunko公立図書館版」使用料の支出について(平成27年7－9月分)
64,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成27年9月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成27年9月分)
48,308

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成27年10月分)
224,640
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JDreamⅢ」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
159,408

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表」使用料の支出について(平成27年9月分)
8,910

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」「日経テレコン21」使用料の支出について(平成27年9月分)
96,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「eレファレンス・ライブラリー」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
53,460

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「医中誌Web」使用料の支出について(平成27年7-9月分)
55,687

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「The SankeiArchives」ほか２点の使用料の支出について(平成27年7-9月分)
232,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law」使用料の支出について(平成27年9月分)
54,297

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
28,432

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍コンテンツ（ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙｅＢｏｏｋｓ）購入経費の支出について（平成27年7月刊行分）
555,410

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　２年次校園長研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座開講にかかる事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　体罰・暴力行為等防止研修会（１）（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
28,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　首席研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,860

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼児教育研修会（７）にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　教頭・副校長・幼稚園主任研修（１）にかかる講師謝礼等経費の支出について
2,670

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度学校マネジメント研修【基礎編】（３）にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　２年次教頭研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別支援教育実践講座（１）にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・平野区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
27,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
11,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度　教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
22,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
15,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・旭区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
12,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
10,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・阿倍野区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
11,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市立高等学校教職員人権教育研修会（２）にかかる講師謝礼等経費に支出について
13,020

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 iPad管理用ＰＣ　外４点の買入の実施並びに同経費の支出について
233,453

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 iPad管理用ＰＣ　外４点の買入の実施並びに同経費の支出について
99,187

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会・第４９回全日本中学校道徳教育研究大会・第５０回北海道道徳教育研究大会（北海道釧路大会）への参加について
79,780

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」（平成２７年７月～９月分）の購読及び経費支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
1,131,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
505,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
73,872

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２７年８月分）
46,656

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
7,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２７年度　教職員地域研修（４ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
13,820

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・天王寺区人権教育学習会の実施にかかる報償金の経費支出について
10,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・浪速区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
11,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼児教育研修会（８）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度発達障がい専門講座（７）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,180

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,720
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「座長特別講座①」にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,460

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
20,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）地域８東住吉・平野・阿倍野にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座（１）「開講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,320

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
10,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
9,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
12,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
9,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修・生野区人権教育講演会の実施にかかる報償金の経費支出について
7,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
10,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
9,660

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（北・東ブロック合同）の実施にかかる報償金の経費支出について
9,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第４回「遅刻・不登校」傾向改善に関する研究にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 特別支援教育実践講座（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度新任教員研修会（２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
31,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」大正北中学校第１回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　学校マネジメント研修【発展編】（３）にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第９７回全国算数・数学教育研究（北海道）大会にかかる旅費の支出について
52,930

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度研究指定園（２年次）研究推進研究会にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 ｢スタンダード授業モデル」長橋小学校第４回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル｣玉造小学校第２回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成27年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座」（小学校）事前指導にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,920

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,648

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,291

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,296

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センター事業を円滑に進めるための無停電電源装置の購入にかかる経費支出について
36,450

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,194

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」池島小学校第２回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「全国学力・学習状況調査の調査問題、調査結果及び結果を踏まえた学習指導の改善・充実等についての説明会」への出席について
28,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業モデル校における公開授業実施にかかる経費の支出について
10,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業モデル校における公開授業・研究協議会実施にかかる経費の支出について
24,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「道徳教育の抜本的改善・事業」における拡大機用感熱紙の購入にかかる経費支出について
5,292

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について(９月分）
486,000
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
3,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
3,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
15,670

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
19,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
6,230

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
10,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成２７年度　大阪市教育センターフォーラム」に向けての講師依頼並びに講師打ち合わせ
63,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 「道徳教育の抜本的改善・事業」における印刷機用インク購入にかかる経費支出について
22,680

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
22,814

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２７年８月分）の支出について
11,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　毎日新聞外購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
23,121

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　朝日新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　読売新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベーター保守点検業務委託ならびに同経費の支出について(第2四半期分）
567,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３２）にかかる管外出張旅費の支出について（筑波道徳）
30,320

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３２）にかかる管外出張旅費の支出について（筑波授業研究会）
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０８）にかかる管外出張旅費の支出について（全国算数授業研究大会）
38,980

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３０３）にかかる管外出張旅費の支出について（算数・数学教育研究大会）
255,302

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３５９）にかかる管外出張旅費の支出について（総社市学校づくり研修会）
125,140

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２４５）にかかる管外出張旅費の支出について（全国算数授業研究大会）
47,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３３１）にかかる管外出張旅費の支出について（熊本学園大学）
51,300

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３４７）にかかる管外出張旅費の支出について（全国英語教育学会）
250,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２９）にかかる管外出張旅費の支出について（長崎・松浦）
46,360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３５０）にかかる管外出張旅費の支出について（広島・授業づくり研修会）
17,620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（７）にかかる管外出張旅費の支出について（筑波授業研究会）
29,940

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（３４７）にかかる管外出張旅費の支出について（通訳翻訳学会）
33,780

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２６２）にかかる管外出張旅費の支出について（横浜市）
77,020

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０８）にかかる管外出張旅費の支出について（視聴覚教育総合全国大会）
38,820

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 ｢スタンダード授業モデル」長橋小学校第５回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 学校園運営研修（２）「道徳教育」にかかる講師謝礼等経費の支出について
37,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」晴明丘南小学校第３回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会にかかる旅費の支出について
93,130

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第４９回全日本中学校道徳教育研究大会にかかる旅費の支出について
86,801

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第４９回全日本中学校道徳教育研究大会にかかる旅費の支出について
87,061

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会にかかる旅費の支出について
116,771

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第５１回全国小学校道徳教育研究大会にかかる旅費の支出について
116,170

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　産経新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託にかかる経費支出について(第2四半期分）
48,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員地域研修（南ブロック）の実施にかかる報償金の経費支出について
7,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　特別旅費 「平成２７年度　英語教育推進リーダ中央研修」への参加について
48,016

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（９月分）の支出について
8,529

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（９月分）の支出について
34,045

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（９月分）の支出について
1,871

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター施設維持管理業務委託長期継続にかかる経費支出について（平成２７年度上半期分）
3,052,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費支出について（平成27年７月～９月分）
12,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託にかかる経費支出について(第2四半期分）
189,540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 教育センターの機能充実における事務事業を円滑に進めるための事務用品の購入および経費の支出について
137,160
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
33,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」長橋小学校第６回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２２８)にかかる出張旅費の支出について(日本特別活動学会）
1,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２５２)にかかる出張旅費の支出について(奈良養護学校）
1,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３５８)にかかる出張旅費の支出について(KABCⅡ）
3,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
7,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
9,760

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
21,058

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
32,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
39,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
40,250

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会８Ｂ教育メディア・国語部研修会にかかる報償金の経費支出について
8,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業幼稚園教育研究会本部研修会にかかる報償金の経費支出について
13,060

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会全市保健養護部研修会にかかる報償金の経費支出について
18,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会６Ｂ保健養護部研修会にかかる報償金の経費支出について
17,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業国語科指導　基礎講座にかかる報償金の経費支出について（友渕小学校）
17,880

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２５２)にかかる出張旅費の支出について(奈良養護学校－２）
4,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３３８)にかかる出張旅費の支出について(此花中学校）
620

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３３２)にかかる出張旅費の支出について(合唱指導法連続講座）
360

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３３２)にかかる出張旅費の支出について(夏期音楽教育研究のつどい）
1,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２５６)にかかる出張旅費の支出について(幼児造形koyasan集会）
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２２８)にかかる出張旅費の支出について(日本特別活動学会）
1,100

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２５６)にかかる出張旅費の支出について(近畿養護教諭研究協議会）
1,340

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度１０年次研修（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,600

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,160

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,580

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,220

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」玉造小学校第３回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,960

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度大阪市教師養成講座（２）「授業づくり１－①」、（３）「子ども理解１」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(３３１)にかかる出張旅費の支出について(７・８月分）
10,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 がんばる先生事業用クリアーホルダー外３点の購入経費支出について
35,985

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会６Ｂ保健養護部研修会にかかる報償金の経費支出について
15,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教師力向上支援図書室における図書整理用消耗品の購入にかかる経費支出について
10,886

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,706

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
8,640

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
7,000
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「ＩＣＴを活用した協働学習及びＬＴＥタブレット端末を用いたシステム構成やＩＣＴ予算等に関する訪問調査」への出席について
29,820

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 「ＩＣＴを活用した協働学習及びＬＴＥタブレット端末を用いたシステム構成やＩＣＴ予算等に関する訪問調査」への出席について
29,820

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について
27,380

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第３回「遅刻・不登校」傾向改善に関する研究にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成２７年度　新任教員研修会(２年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 大阪市立高等学校教職員人権教育研修会（３）にかかる講師謝礼等経費の支出について
24,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第５回「遅刻・不登校」傾向改善に関する研究にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第２４回全国小学校生活科・総合的な学習教育研究協議会参加にかかる経費の支出について
13,500

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立幼稚園教育研究会第４ブロック研修会（日東幼稚園）にかかる報償金の経費支出について
22,560

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣТ 活用事業推進会議（３）にかかる報償金の支出について
61,720

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 第２５回近畿小学校体育研究大会奈良大会にかかる経費支出について
18,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うＩＰアドレス設定変更業務委託の実施及び経費の支出について
8,143,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会４Ｂ教育課題部研修会にかかる報償金の経費支出について
16,840

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修支援事業中学校教育研究会教育課題部研修会にかかる報償金の経費支出について
16,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業(２０８)にかかる出張旅費の支出について(郡山小学校）
11,250

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 人権教育研究事業用および教育センターの機能充実事業用事務用品の購入経費支出について
83,624

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 人権教育研究事業用および教育センターの機能充実事業用事務用品の購入経費支出について
61,150

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について(９月分)
182,520

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供システムコンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
217,188

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申し込みサーバ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
35,035

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教職員研修用パソコン実習室機器一式長期借入にかかる経費支出について（９月分）
174,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター　教育用コンテンツサーバ機器一式長期借入にかかる経費支出について（９月分）
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（９月分）
7,466,810

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
907,200

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
712,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
275,786

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,053,929

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,517,702

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（９月分）
3,275,242

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
1,900,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
10,108

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南・西ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
2,265,408

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式５回目再リース（９月分）
1,080

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
149,274

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（９月分）
11,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
1,890,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）にかかる経費支出（９月分）
1,944,141

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入契約にかかる経費支出について（９月分）
312,480

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－西ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
1,984,240

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
855,042

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（９月分）
226,168

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
724,788

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
738,707

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
534,924

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
189,679
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
2,400,451

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（友渕小学校)にかかる経費支出について（９月分）
81,000

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
62,208

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
2,116,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
1,814,270

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
2,371,572

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
836,802

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
418,684

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業実証研究総合委託にかかる経費の支出について（長期継続）（９月分）
4,266,310

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
842,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
601,329

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
518,400

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
275,786

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（９月分）
1,428,700

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２５年度大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（北ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
1,072,440

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－南ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
96,293

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(西ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
15,552

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校ユビキタス用ノートパソコン等借入契約にかかる経費支出について（９月分）
116,064

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(南ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）にかかる経費支出（９月分）
1,215,088

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（南ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
1,553,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(無線)機器一式５回目再リース（９月分）
2,759

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
3,370

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
955,588

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立小学校及び中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（東ブロック）（その２）にかかる経費支出について（９月分）
825,390

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－北・東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
81,216

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－南ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
1,051,056

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(西ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
288,036

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
172,344

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小・中学校　校内ＬＡＮサーバ及び校内ＬＡＮ(ＰＬＣ)機器一式５回目再リース（９月分）
540

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
108,563

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－西ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
1,732,098

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－北ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
1,560,937

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
176,131

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（９月分）
100,348

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(北ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
15,120

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育推進事業用　大阪市立我孫子南中学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入契約にかかる経費支出について（９月分）
134,784

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
119,745

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
91,507

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２３－東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
203,040

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（９月分）
219,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入にかかる経費の支出について(長期継続）（９月分）
14,666

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式長期借入（２２－東ブロック)にかかる経費支出について（９月分）
117,158

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
64,800

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リース保守業務にかかる経費の支出について（９月分）
42,428

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（西・北ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
50,982

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 情報教育の推進事業用　校内ＬＡＮ教育用コンピュータ機器（東・南ブロック)保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
50,106

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式(東ブロック)ユビキタス機器４回目再リース（９月分）
3,370
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教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式２回目再リース（特別支援学校分）（９月分）
43,826

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　平成２７年度大阪市立小学校、中学校及び特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（西ブロック）（その２）にかかる経費支出（９月分）
28,931

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(南ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
6,312

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報教育の推進事業用　大阪市立特別支援学校教育用コンピュータ機器一式　長期借入（その２）にかかる経費支出について（９月分）
360,828

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(東ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
3,226

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校情報処理用電子計算機組織一式（高等学校14校及び教育センター基幹サーバー）長期借入にかかる経費支出について（９月分）
109,900

教育委員会事務局 管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式借入(北ブロック)再リースにかかる経費の支出について（９月分）
3,231

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（リソー）外１点の購入経費の支出について
99,900

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（デュプロ）外１点の購入経費の支出について
151,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジの購入経費の支出について
77,328

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 保護者通知用特別支援教育就学奨励費支弁区分及び交付額決定通知書の印影印刷経費の支出について
20,736

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月６日払）の支給について
167,648,675

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月６日払）の支給について
191,453,669

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月６日払）の支給について
35,467,689

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月６日払）の支給について
381,497,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成２７年度大阪市奨学費決定通知書にかかる印刷経費の支出について
32,464

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
24,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 奨学金等制度説明会にかかる手話通訳者の配置経費の支出について（９月１５日実施）
9,200

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
950

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムにかかるシステム改修の経費の支出について
289,051

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムサーバー装置等長期借入の支出について(平成27年9月分)
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託経費の支出について（９月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置の借入経費の支出について（９月分）
22,680

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,920

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
12,970

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
77,354

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務管理用複写機に係るコピー代金の支出について（９月分）
20,815

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 管理用印影印刷業務の委託経費の支出について
8,316

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（９月分）
12,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成27年度奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム保守業務委託経費の支出について(前期分)
760,201

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
514,247

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
658,576

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費等　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
701,317

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月６日払における口座振替不能）の再支給について
50,100

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事務用液状のり外１９点の購入経費の支出について
122,148

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（９月分）
127,838

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
142,844

教育委員会事務局 事務管理担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
21,381

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費未納対策用　窓付き封筒の作成にかかる経費の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（９月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成27年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（９月分）
18,360

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成27年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム等にかかる口座振替用フロッピーディスク他の配送業務委託の支出について（９月分）
27,540

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
98,174,705

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
50,618,577

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
47,361,457

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
24,707,764

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
10,188,911

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
5,498,926
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教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
4,568,999

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２７年度上下水道使用料の支出について（９月分）
2,382,173

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小、中、高等、特別支援学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）９月分
21,600

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策）用郵便料金等の経費支出について（９月分）
28,237

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
6,480

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
19,440

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
129,600

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
63,000

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
84,240

教育委員会事務局 学務担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
38,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（８月分）
225,504

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（８月分）
1,154,736

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（８月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（８月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２７年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（８月分）
42,768

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（１０月支給分）
47,260,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（８月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費の支出について（８月分）
736,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教員の失業者の退職手当について
253,387

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
44,083,039

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支出について
15,240,591

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１０月　給与の支出について
102,776,096

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支出について
1,212,227

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支出について
14,151,369

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支出について
3,171,860

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
30,036

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支出について
26,208,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支出について
2,472,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１０月　給与の支出について
722,546

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
11,917,340

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
8,126,906

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月　報酬の支出について
1,500,718

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
12,772,930

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月　報酬の支出について
3,293,730

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
268,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月　報酬の支出について
29,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支出について
311,300,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１０月　給与の支出について
32,968,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支出について
11,694,566

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支出について
52,996,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支出について
200,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
107,594

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支出について
51,784,047

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
21,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支出について
7,255,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１０月　給与の支出について
426,217
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支出について
34,372

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
32,192

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
5,671,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１０月分）
36,861,939

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１０月　アルバイト賃金の支出について
5,885,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月　報酬の支出について
606,070

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支出について
66,360,939

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１０月　給与の支出について
44,077,696

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支出について
3,651,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支出について
15,520,839

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支出について
221,770

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
112,071

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支出について
20,994,449

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
2,184,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支出について
2,673,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１０月　給与の支出について
568,587

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支出について
76,195

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
23,132

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（９月分）の支出について
22,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
192,370

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（１０月分）
7,834,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１０月　アルバイト賃金の支出について
1,684,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支出について
36,577,765

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１０月　給与の支出について
444,033,856

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支出について
12,227,451

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支出について
56,115,646

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支出について
2,859,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
1,423,438

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支出について
99,387,990

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２７年１０月　給与の支出について
5,446,386

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２７年１０月　給与の支出について
3,740,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
8,391,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支出について
6,807,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１０月　給与の支出について
6,361,888

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
57,728

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月　報酬の支出について
20,728,260

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２７年１０月　アルバイト賃金の支出について
3,646,410

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月　報酬の支出について
2,802,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支出について
19,629,407

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 給料　教員給 平成２７年１０月　給与の支出について
19,004,670

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支出について
920,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支出について
5,209,384

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
45,201

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支出について
7,215,912

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
90,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支出について
843,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２７年１０月　給与の支出について
259,482

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支出について
4,143
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（１０月支給分再支出）
60,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係る利用料金の支出について（９月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
125

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（９月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム保守業務委託経費の支出について（４～９月分）
8,616,316

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成27年度教職員情報システム運用保守業務委託経費の支出について（４～９月分）
32,530,572

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度　教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託（単価契約）の経費支出について（９月分）
16,545

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
17,064

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託経費の支出について（９月分）
39,761,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２７年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
13,267

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援サービス運用保守業務委託経費の支出について（９月分）
690,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器更新に伴うサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
453,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）経費の支出について（９月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入経費の支出について（９月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入経費の支出について（９月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）９月分
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）９月分
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）９月分
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）９月分
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）９月分
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
8,136

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
30,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）９月分
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）９月分
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）９月分
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）９月分
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）９月分
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）９月分
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）９月分
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）９月分
116,495
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）９月分
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）９月分
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）９月分
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）９月分
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）９月分
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）９月分
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）９月分
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）９月分
167,095

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）９月分
1,550,270

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
1,809

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）９月分
163,385

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）経費の支出について（９月分）
6,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）９月分
1,515,850

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校務支援サービス改修業務委託の経費の支出について
9,849,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成27年度共済標準報酬制対応にかかる教職員情報システム改修業務委託の経費の支出について
27,006,048

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム　改修業務委託の経費の支出について
15,098,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
589,662

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
20,662,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当について
16,974,731

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の支出について（９月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（９月分）
55,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教職員情報システム用専用回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
70,806,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
2,117,773

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
15,481,476

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
458,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
92,014,743

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
2,032,985

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合事務費負担金（下半期）の支出について
200,408

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
7,309,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,517,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーフープ購入の支出について
20,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙　外３件購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 せいさくがばん大　購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 杉材木他の購入の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 放送機器修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
90,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
43,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業研究研修会にかかる講師謝礼金の支出について
20,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 美術における講師謝礼の支出について
111,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ノート型パソコン　購入の支出について
339,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット収納保管庫購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽セット外購入の支出について
139,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイトびん　他　購入の支出について
137,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援教育学習用カード外購入の支出について
53,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
171,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋他購入の支出について
22,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリみょうばん外購入の支出について
25,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙購入の支出について
62,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室網戸　購入の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽用上部フィルター外　購入の支出について
90,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「漢字ドリル３年２学期用」他購入の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てゴム手袋　外　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール購入の支出について
5,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　他購入の支出について
90,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
144,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（８切）他購入の支出について
110,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新編あたらしいこくご一下」外　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管他購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
3,763,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂袋　外　購入の支出について
34,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「レオ＝レオニの絵本セット」外購入の支出について
41,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイド瓶　他購入の支出について
23,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 懐紙外の購入の支出について
44,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学生用電子辞書、学習支援シートほか教材購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
69,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入　の支出について
71,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラの種の購入の支出について
13,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰の購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品購入の支出について
46,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性型湿布　他　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤他の購入の支出について
143,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「おかえし」外購入の支出について
171,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一口ガスコンロ外購入の支出について
61,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計外購入の支出について
40,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小型人体骨格模型外の購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素液他理科用消耗品購入の支出について
35,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
20,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,268,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「新編　新しい国語」購入の支出について
306,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一」外購入の支出について
392,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えのもり文庫「川のさかな」外購入の支出について
148,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理部品購入の支出について
8,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一」外購入の支出について
308,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ロール他購入の支出について
41,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「良い姿勢と運動器」購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外の購入の支出について
28,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
104,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし外購入の支出について
177,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リブブロック　他購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインマーク　購入の支出について
14,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスフィルムの購入の支出について
40,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
62,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
72,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組教室扉（後方）ガラス補修の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 引違戸錠取替工事の支出について
52,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館３階腰壁他塗装工事の請負の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室・５－２教室ガラス補修の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フライヤー入替ガス設備工事の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室洋式便器不良修理工事の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機　修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳箱頭部帆布張替修繕の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
38,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
183,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室網戸張替の支出について
57,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 理科室内図書室内各準備室扉錠修繕の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機温度計修理の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 キャノン大判プリンター修理の支出について
64,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 男子便所小便器センサー不良修理の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,587,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（１０／２）の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
151,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
393,364
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
442,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレットＰＣ購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「口で歩く」外　購入の支出について
373,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「蜘蛛の糸」外購入の支出について
144,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「わたしはマララ」他購入の支出について
361,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あかちゃんのゆりかご」　他購入の支出について
229,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あみだだだ」　他購入の支出について
249,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用めくってびっくり短歌絵本　他購入の支出について
290,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしゃべりなたまごやき」他購入の支出について
257,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
33,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育学習講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
30,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
88,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙ほか購入の支出について
29,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て他購入の支出について
62,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化カルシウム）購入の支出について
231,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール　外　購入の支出について
15,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
43,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール他購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板、他木材購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
64,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチン用クリームクレンザー外　　購入の支出について
56,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗掲揚伸縮ポール外購入の支出について
29,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニス用ボールの購入の支出について
52,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー外購入の支出について
21,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール外購入の支出について
48,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「特別支援教育ハンドブック」の購入の支出について
3,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質賞状用紙　外　購入の支出について
68,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用教科書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　図書「日本語を学ぼう」購入の支出について
64,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボビン　ほか　購入の支出について
2,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用三脚の購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニルテープ　外購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用小学校教科書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール状色画用紙外購入の支出について
38,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用漂白剤外購入の支出について
25,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術用工作はさみ　外　購入の支出について
85,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん　外購入の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン　外　購入の支出について
28,566
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
54,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上腕式血圧計外購入の支出について
13,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,437,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　外　購入の支出について
40,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケントロール外購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
27,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
38,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
41,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂系統エアハンドリングユニット修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガス配管腐食改修工事の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階女子トイレ窓ガラス修理工事の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階図書室窓ガラス入替の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール給水装置　修繕の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵ショーケース修理の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 保管庫鍵修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式バスケットゴール　修理の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
202,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,290,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
68,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
19,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
59,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会実施（１０／２）にかかる会場等使用料の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室エアコン更新の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『保健指導』　外　購入の支出について
288,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
29,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オペアンプＩＣ他購入の支出について
93,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ購入の支出について
13,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台他買入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,425,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトマグネットシート製方眼黒板他購入の支出について
78,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機の修理の支出について
25,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台照明器具修理の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
359,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
23,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 珠算・電卓実務検定試験の受験料（１０／１）の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
40,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台他買入の支出について
101,736
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書「１３歳のハローワーク」外購入の支出について
8,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 手ぬい糸　外　購入の支出について
47,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外　購入の支出について
43,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
852,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外　購入の支出について
69,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 校内インターホン購入の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 画鋲　外　購入の支出について
153,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 作業棟　管理用シャッター補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライド丸鋸修理の支出について
33,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
135,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
189,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１３歳のハローワーク」外購入の支出について
46,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１０月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドセット型ワイヤレスマイクロホン外購入の支出について
77,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 沐浴人形　外　購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食白衣セット　外（集約物品）購入の支出について
104,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 器具運搬車　外購入の支出について
143,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ　外購入の支出について
34,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大三角定規ほか購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハチマキ購入の支出について
4,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン外購入の支出について
154,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　ドッヂボール　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
35,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
383,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室他３カ所照明取替工事の支出について
471,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ピロティ竪樋補修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館放送室他照明取替工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外部給水管漏水修繕工事の支出について
178,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外雑排水管詰り修繕の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床張替工事の支出について
699,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂棟３階トップライト雨漏り補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事外の支出について
612,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動バスケット台のワイヤー配線の補修工事の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎外壁補修工事の支出について
316,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎３階女子便所出水不良修理工事の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段照明器具取替工事の支出について
233,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面防滑用シリコン樹脂コーティング工事の支出について
147,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
236,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室背面全面掲示板設置工事の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏電ブレーカー取替工事の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外排水高圧洗浄工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室排水整備工事の支出について
683,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　デジタル式タイマー購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
309,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大三角定規ほか購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール　他購入の支出について
158,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク購入の支出について
25,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育室用絵本　３６冊　購入の支出について
45,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー購入の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　他の購入の支出について
22,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 スイッチ及びＬＥＤ電灯取り替え工事の支出について
46,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語科グループ研究にかかる講師謝礼金の支出について
67,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援　小学部学習会　講師謝礼の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コミュニケーションロボットの購入経費の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 車いすの購入経費の支出について
348,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 富山市立奥田小学校第５２回教育実践研究会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８月分実習講師謝礼の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育講師謝礼の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「コリアタウン学習」講話にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間指導にかかる看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パックテスト外の購入の支出について
74,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚他購入の支出について
42,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　外購入の支出について
95,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
19,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 麻ひもの購入の支出について
390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「さんすう１年上」　購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ロール紙　外の購入の支出について
236,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ　外　購入の支出について
151,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食帽子外購入の支出について
5,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 袖なしはっぴ　外　購入の支出について
41,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具講習受講料及びテキスト代の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン外購入の支出について
49,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
97,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　外　購入の支出について
136,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習教材「わくわく漢検」購入の支出について
207,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン電池　外　購入の支出について
24,972
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食指導用図書給食ニュース大百科２０１５購入の支出について
3,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用殺虫剤購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
94,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着ホログラムテープ　外　購入の支出について
161,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー（５０ｍｌ）　外１３点購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用粘土外購入の支出について
64,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他購入の支出について
44,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 受け木　外　購入の支出について
16,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボックス外購入の支出について
83,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
118,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢシステム　外購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス　他　購入の支出について
163,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室外機リレー基板外購入の支出について
142,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用アルコール外購入の支出について
52,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニハードル他購入の支出について
72,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（４切）外購入の支出について
346,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
51,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康診断用耳鏡外購入の支出について
32,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定着器ユニット　外　購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用シンナー購入の支出について
15,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸（白色）外購入の支出について
81,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外購入の支出について
47,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシュウム　外　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
120,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤他購入の支出について
98,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー　外　購入の支出について
90,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
66,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドテープ用釘外購入の支出について
91,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つりさげ名札外　購入の支出について
30,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編あたらしいこくご一」　外購入の支出について
384,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋸外購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープ外購入の支出について
80,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外　購入の支出について
93,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くりかえし漢字ドリル外購入の支出について
11,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン　他　購入の支出について
25,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏外購入の支出について
35,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化マグネシウム）　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
215,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
377,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外の購入の支出について
95,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光版外購入の支出について
79,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末使用にかかるプリペイドカード購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外購入の支出について
48,276
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外の購入の支出について
235,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館西側４階女子便所他補修工事の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グランド投光器回路漏電補修外の支出について
79,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室軒裏天井ボード補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス配管設備補修工事の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室照明スイッチ修理工事の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ＬＡＮ敷設工事の支出について
68,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館扉の修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用かまど（回転式）ガラス取り替え修理の支出について
6,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オージオメーター修理の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バス木琴他修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
150,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜（レバー）修理の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
15,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 第２音楽室放送設備不調修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザー複合機　修理の支出について
19,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜、回転釡修理の支出について
62,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプ修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／５）の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び害虫防除　業務委託の支出について
192,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石除去業務委託の支出について
337,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 保健室防虫作業　業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ガラスのうさぎ上映」業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布　業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
176,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付プロジェクター　購入の支出について
372,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター外購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電卓　外の購入の支出について
103,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふらいぱんじいいさん」他購入の支出について
364,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「ポプラディア」外　購入の支出について
358,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解小学国語辞典」他購入の支出について
204,012
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ピトウスの動物園」外購入の支出について
187,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤講習受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具講習受講料及びテキスト代の支出について
7,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題集外の購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 針なしステープラーほか購入の支出について
32,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチテント　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス棒他１５点購入の支出について
68,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吐瀉物・汚物処理キット　外　購入の支出について
50,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール、外購入の支出について
70,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤外購入の支出について
5,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量担架外購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーキット　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
18,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編　あたらしいこくご　一上」　外の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＤＦ材の購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　外　購入の支出について
152,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体外購入の支出について
53,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンモニア水　外購入の支出について
57,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩ビ管、外購入の支出について
107,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府私立高校入試問題集　外　購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 単色おりがみ　外　購入の支出について
80,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト他購入の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床板　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具外購入の支出について
56,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 縫い針外　購入の支出について
6,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 麻袋外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスライター　他　購入の支出について
38,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧」　外購入の支出について
29,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺しゅう糸外購入の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外　購入の支出について
40,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書「新しい国語　一　上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機安全衛生教育　他　受講料及びテキスト代の支出について
10,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット外購入の支出について
81,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面化粧台つまり洗管工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階防火扉外補修工事の支出について
91,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階Ｅ教室出入り扉窓ガラス取替工事の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ小便器修繕の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォールライト外補修工事の支出について
92,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口建具補修の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館男子トイレ便器センサー修理の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーボエ　外　修理の支出について
117,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館（講堂）マイクコンセント取替修理の支出について
10,800



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 修学旅行実施に伴う経費の支出について
2,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行実施に伴う経費の支出について
54,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 修学旅行実施に伴う経費の支出について
6,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 修学旅行実施に伴う経費の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去研磨清掃業務委託の支出について
297,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎床面清掃業務委託の支出について
164,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去等業務委託の支出について
237,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行実施に伴う経費の支出について
45,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テントの購入の支出について
164,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まんがで学ぶ」外　購入の支出について
333,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「有限と微小のパン」外　購入の支出について
226,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夏の朝」外購入の支出について
371,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機安全衛生教育　他　受講料及びテキスト代の支出について
43,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費　納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費納入の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用純正品トナー購入の支出について
57,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム外購入の支出について
47,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 ガソリン購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室扉鍵交換修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器修理にかかる請負経費の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学校・塾向け進路懇談会等案内文書送付１０／２の支出について
34,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「知ろうとすること」他の購入の支出について
197,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 チャコ　外　購入の支出について
96,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ニューフェルト　外購入の支出について
17,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレットトレーニング室男子便所不良修理の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（再講習）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　光学用水槽の購入の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 物干し台　購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 はく検電器　外購入の支出について
135,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト　購入の支出について
67,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バランスボール外購入の支出について
118,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉　購入の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブルシステム購入の支出について
45,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マイクケーブル　外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外購入の支出について
27,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マッシャー外購入の支出について
9,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンマドリル　の購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 園芸用ふるい　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン用椅子購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスバーナー外購入の支出について
107,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアタム購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
36,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館校舎接合部雨漏れ補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階格技室前廊下雨漏り補修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　照明補修工事の支出について
48,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館コンセント他補修工事の支出について
55,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室漏電補修及び電気室警報用バッテリ取替工事の支出について
79,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食員休憩室照明器具取替工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室空調機冷媒漏れ補修工事の支出について
620,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉電子錠スィッチ補修工事の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北・西校舎ＥＸＰ．Ｊ取合部漏水補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館三階３－４教室空調室内機洗浄補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール止水栓補修工事の支出について
76,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ配線等修理工事の支出について
181,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋根漏水補修工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂舞台壁面コンセント回路漏電補修工事の支出について
42,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気錠コントローラー補修工事の支出について
88,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機取替工事の支出について
294,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 屋外スピーカ取替および増設配線工事の支出について
162,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マイクケーブル　外購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 審判台購入の支出について
47,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スライドマルノコ　購入の支出について
69,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作業テーブル　購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 教材提示装置　購入の支出について
42,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
64,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外２件　購入の支出について
21,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い洗剤購入の支出について
11,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー他の購入の支出について
93,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　外３件の購入の支出について
55,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 テープ外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰外の購入の支出について
18,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ＬＥＤ照明器具への取替工事の支出について
166,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ乾燥棚　購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 今日的課題研究公開授業研修会にかかる講師謝礼の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケント紙　外の購入の支出について
50,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
5,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼金の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型ステンレスだしかご購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいさんすう１下」外購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタノール外購入の支出について
7,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス用インクフィルム外購入の支出について
37,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
36,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドテープ用釘　他　購入の支出について
24,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックスの購入にかかる支出について
30,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 連結額縁　外　購入の支出について
104,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペイズリーバンダナ外２点購入の支出について
30,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（白）他　購入の支出について
22,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル他　購入の支出について
29,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,865,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外購入の支出について
26,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
1,736,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
271,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン用プリンタ外１点購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動のこぎりの刃　ほか　の購入の支出について
86,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典購入の支出について
285,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　新しい書写２年外２件購入の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工用粘土外購入の支出について
38,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
3,460,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軒どい外購入の支出について
88,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マリーゴールドの苗外購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ほか購入の支出について
97,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　の購入の支出について
62,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「あたらしいこくご一下」他購入の支出について
92,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ホウキほか購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　他　購入の支出について
72,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニア　他　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用消毒剤　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
89,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
394,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室電灯補修工事の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓、教室扉窓、アクリル板入替工事の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室　空調機修理電気工事の支出について
28,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスの元栓取替工事にかかる支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動火災報知機　修理の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用焼き物機修理の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プログラムタイマー修理の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 水銀灯修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガスボイラー修理の支出について
58,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
208,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳裏地全面取替の支出について
197,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／６）の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／６）の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費・入場料（１０／６）の支出について
51,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
577,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１０／６）の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇「ぼくらのロボット大作戦」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる児童交通費・入場料（１０／６）の支出について
11,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ピラミッド式展示台購入の支出について
398,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解学習　国語辞典」外　購入の支出について
338,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ＤＶＤ「ブタがいた教室」外　購入の支出について
35,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ムカデロープ　購入の支出について
21,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字検定用図書「漢検　分野別問題集」外購入の支出について
136,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
56,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平刷毛　外の購入の支出について
20,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオン電池外購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　新編新しい国語一上外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用水性塗料外購入の支出について
73,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１６公立・私立高校への進学　関西版、他購入の支出について
69,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
54,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　外　購入の支出について
48,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「テレビＣＭオンパレードＶｏｌ２」外購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引印刷の支出について
54,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室スピーカー設置工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 誘導灯漏電補修工事の支出について
29,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバのハードケース修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ２階職員便所リモコンリレー取替修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠制御機及びアダプター修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ３年５組教室の蛍光灯安定器取替修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機補修作業の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料ほかの支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
660,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年職業体験学習に伴う参加生徒交通費の支出について
3,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料ほかの支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 検便検査料の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置　外（仕様書）購入の支出について
935,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 環境科学系列の社会人講師謝礼（９月分）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ他買入の支出について
24,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 非常誘導灯バッテリーの購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン買入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板　外　買入の支出について
157,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー外購入の支出について
37,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ　外購入の支出について
50,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ清掃モップ用替スポンジ購入の支出について
16,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤ブレーキ修理の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 オープンスクール案内送付用メール便（１０／５）の支出について
14,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
133,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 通級指導用図書『通級指導教室運営ガイド』外購入の支出について
24,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　購入の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 横断マット外購入の支出について
111,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用マット　購入の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
252,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカットリッジ　外　購入の支出について
76,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末外購入の支出について
152,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 高架水槽電極補修工事の支出について
37,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
60,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 １ｍ直線定規外購入の支出について
241,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニスポットクーラー外購入の支出について
4,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スキャナー　外　購入の支出について
45,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室建具引違戸補修工事の支出について
788,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 会所他蓋補修工事の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下天井ボード　外補修工事の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通路段差解消工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 敷地境界塀補修工事の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機リモコン取替工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎漏水緊急補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東門搬入口補修工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター（仕様書）購入の支出について
753,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧滅菌器（集約物品）購入の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミニスポットクーラー外購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語で遊ぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
560,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館教育でのＩＣＴ活用にかかる講師謝礼金の支出について
23,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究（国語科）にかかる講演・指導講師謝礼金の支出について
16,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 今日的課題研究公開授業研修会にかかる講師謝礼の支出について
23,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外　購入の支出について
109,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプター　外の購入の支出について
40,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ　外　購入の支出について
391,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットアプリケーション外購入の支出について
250,020
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ＡＶアダプター　外の購入の支出について
53,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　外　購入の支出について
159,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 沖縄についての出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科研修会にかかる講師謝礼金（９／１５）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー外　購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（ライン用）の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸他購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ針金外購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大玉　購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
540,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ　他購入の支出について
56,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土ほかの購入の支出について
208,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし・外　購入の支出について
11,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん購入の支出について
10,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学生机購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチタープテント　購入の支出について
68,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習（１０／７）にかかる調味料外購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｄ－ｓｕｂ１５ピンディスプレイケーブル外購入の支出について
18,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
62,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　外購入の支出について
104,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー　外購入の支出について
13,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッキテープ外の購入の支出について
15,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外２９点の購入の支出について
121,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
295,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　外購入の支出について
201,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉外購入の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　の購入の支出について
93,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いろがみ　外購入の支出について
4,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外購入の支出について
176,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋　外　購入の支出について
11,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
419,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッズコーナー用スツール　外購入の支出について
299,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰテープ他購入の支出について
23,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
53,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具　外購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
10,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 醗酵牛糞　外　購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸着ホワイトボードシート外購入の支出について
48,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液他購入の支出について
283,276
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書あたらしいこくご一下教師用指導書外購入の支出について
232,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄製ベッド　外　購入の支出について
2,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　外購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 百人一首外購入の支出について
219,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級床補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室外ブレーカー漏電点検の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替えの支出について
28,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ギャラリー補修工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
12,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２・３階廊下用スピーカー配線　修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中庭整地工事の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 錠前取替工事の支出について
19,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク（下処理）修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修繕の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室スピーカー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室コンセントスイッチ修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大コピー機修理の支出について
112,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポンプ室シャッター扉修理の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レピータ盤取替補修の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ダクトフード部品取替修理の支出について
22,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 クーラー修理の支出について
49,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラベルプリンター修理の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッシ窓鍵修理の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ修理の支出について
8,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用果実入りゼリー外購入の支出について
27,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用胡瓜外購入の支出について
238,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用塩鯖外購入の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用豚肉外購入の支出について
42,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
10,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
21,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費　外（１０／７）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル回収料、処理手数料の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,209,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年写生会にかかる児童交通費（１０／７）の支出について
9,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル回収料、処理手数料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鉄製ベッド廃棄処分費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
71,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託に係る経費の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鉄製ベッド　外　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　スターリンの鼻が落っこちた外購入の支出について
348,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 　図書館用図書「おかん」　外　購入の支出について
168,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「動物ガチンコ対決」外購入の支出について
161,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権・平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布外　購入の支出について
6,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管外購入の支出について
13,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
74,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンタ用ロール紙外購入の支出について
152,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　国語１年　上　外５８点　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
407,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーはちまき　他　購入の支出について
17,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
49,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー　他　購入の支出について
98,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰテープ他購入の支出について
98,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　外　購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板段ボール　外の購入の支出について
45,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸鋸刃　外　購入の支出について
133,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウィンドチャイム　他購入の支出について
30,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手すき色和紙　外購入の支出について
64,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹・合板　購入の支出について
31,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊奉書外購入の支出について
57,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩色鉛筆外購入の支出について
29,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙　外　購入の支出について
89,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　外　購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 立体型紙やすり外購入の支出について
82,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
304,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室電気錠ケーブル修繕工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 中館１階扉ガラス入れ替え修繕の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室・３－４教室ガラス入替工事の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階　教室扉　ガラス入替工事の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室鍵修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス外楽器修理の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
23,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用一口ガンモドキ外購入の支出について
193,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
46,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用キウイフルーツ外購入の支出について
174,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
110,601
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,962,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 心理検査にかかる受検生徒診断料（１０／６）の支出について
222,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ガスヒーポン内部清掃業務委託の支出について
491,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱の購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 振動工具の安全衛生教育講習会受講料外の支出について
3,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
14,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡の購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 滑り止め用スプレー外購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ショックレスハンマー他買入の支出について
22,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
82,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
467,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「一路」外購入の支出について
50,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具の安全衛生教育講習会受講料外の支出について
24,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 高等部総合学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食品マグネットカード外購入の支出について
394,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
100,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
22,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
50,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上ツリーチャイム外購入の支出について
178,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
8,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ　他　購入の支出について
82,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型端末　購入の支出について
93,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
251,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シューズボックス外購入の支出について
57,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタンド型手洗いチェッカー他購入の支出について
44,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スネアドラム用スタンド　外　購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電源装置　外　購入の支出について
142,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 温湿度計　購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
20,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教材ＣＤ（英語の歌と活動のアイデア）　外購入の支出について
50,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゲームベスト購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 砂場整地工事の支出について
253,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備不具合改修工事の支出について
318,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床面補修工事の支出について
618,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉オートヒンジ取替補修工事の支出について
52,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室棟漏水補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス設備工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外用支柱管撤去工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室横大型排水桝及び排水管詰り修理の支出について
127,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火管漏水補修　外工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット　購入の支出について
284,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段パーツセットほか購入の支出について
283,001
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機の購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 直線縫いミシン　購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 太鼓指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 演技用バトンの購入の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ニューカラーケント　外１７点購入の支出について
104,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 総合遊具腐食部補修工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 壁面掲示板補修工事の支出について
186,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｋ－ＡＢＣⅡ事例検討会にかかる講師謝礼金の支出について
19,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
23,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
27,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 収納ケース　購入の支出について
152,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本聾教育研究大会佐賀大会参加費及び集録費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本聾教育研究大会佐賀大会参加費及び集録費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ９／７　鶴見音頭講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ９／７　鶴見音頭講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期用指導書　追加購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 くい　購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
3,611,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,823,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
272,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
330,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド外　購入の支出について
62,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
167,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
42,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型ＰＣ外の購入の支出について
44,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
302,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ外購入の支出について
48,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（四つ切）の購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサーベルト　購入の支出について
7,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外購入の支出について
58,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ハッピ外購入の支出について
62,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーストローほか　購入の支出について
75,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木　外購入の支出について
43,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ無地　外　購入の支出について
51,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（後期用）購入の支出について
363,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗用布　他　購入の支出について
237,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン用ファンモーター購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
31,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動秤外　購入の支出について
74,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディ掃除機　外　の購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピストンバルブ　外の購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグベルト　外購入の支出について
36,072
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニコンプレッサー　購入の支出について
17,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
12,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　白　外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用殺虫剤　購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土外４点購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書新しい算数４下外購入の支出について
16,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用計り　他　購入の支出について
6,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化カルシウム）購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ　購入の支出について
41,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞前期　印刷の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室等鍵取替工事の支出について
68,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
73,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　ガス回転釜修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー修繕の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬作業の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年校外活動にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に伴う児童交通費（１０／８）の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／８）の支出について
19,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
3,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年校外活動にかかる児童交通費（１０／８）の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 綿織り機運搬料（１０／７）の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外体験学習にかかる参加児童経費（１０／８）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務請負の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 カーテンクリーニング処理手数料の支出について
228,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木害虫駆除業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育版ＥＶ３ソフトウェアサイトライセンス使用の支出について
37,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習の児童プラネタリウム入館料（１０／８）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／８）の支出について
30,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
1,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習付添のプラネタリウム入館料（１０／８）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外体験学習にかかる参加児童経費（１０／８）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット型ＰＣ外の購入の支出について
114,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室用エアコンの購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
453,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハンディ掃除機　外　の購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス元止め湯沸器　購入の支出について
39,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編新しい国語一上」外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール外購入の支出について
159,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベスト外購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
388,022
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロボット学習用教材組み立てセット外購入の支出について
64,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　外　購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「高校入学案内一覧　近畿版」外　購入の支出について
30,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガイドコート外購入の支出について
167,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,481,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作机天板購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「漢検６級過去問題集」外購入の支出について
204,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外　購入の支出について
44,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
38,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス支柱購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレーヤー外購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 袋型建水外購入の支出について
11,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ外の購入の支出について
45,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他　購入の支出について
53,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットケーブル購入の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
2,287,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸通し外購入の支出について
16,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパーの購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ループ式名札外の購入の支出について
26,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠取替工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール倉庫ガラス補修の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 煙感知器修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パソコン修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクロホン　外　購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あなたの物語」外購入の支出について
337,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「演技と演出」外購入の支出について
251,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アインザッツ」外　購入の支出について
241,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟　会費納入のための支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター買入の支出について
41,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
518,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー外購入の支出について
59,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国大学短期大学推薦入学年鑑　３６号　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＳソフト　外購入の支出について
227,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん　外購入の支出について
28,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
94,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 のぼり（４５０×１５００㎜）外購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（白）　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
43,794
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
114,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートパネル（型枠用合板）購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム　外購入の支出について
6,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館（管理棟）屋上簡易アンテナ工事の支出について
49,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＯＳソフト　外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 水道パイプ　他　購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部修学旅行に伴う付添職員乗船料（１０／９）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小６修学旅行に伴う付添教職員入園料外１０／７の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部５・６年修学旅行に伴う付添職員使用料の支出について
5,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部修学旅行付添職員入場料外（１０／８～９）の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機　購入の支出について
47,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外（集約物品）購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード　外３点の購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バット　外　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フロアスタンド　外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 実物投影機　購入の支出について
230,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外１点の購入の支出について
24,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 片刃のこセット　購入の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー購入の支出について
22,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所排水管補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 掲示板設置工事の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館窓・ドアサッシ補修の支出について
192,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂壁面補修工事の支出について
378,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外（集約物品）購入の支出について
248,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フロアスタンド　外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ購入の支出について
200,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
4,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラフル段ボールの購入の支出について
11,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
12,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 国旗購入の支出について
7,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札の購入の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 子ども用下駄の鼻緒の購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
25,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
9,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 １階トイレ換気扇の修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業改善研修会講師料の支出について
13,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育研究会保健研究部研修会用講師謝礼金の支出について
15,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 黒メダカ　外　購入の支出について
9,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マルチメディアデイジー教科書　国語　外　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク　購入の支出について
134,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゲームベストの購入の支出について
56,376
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
58,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
3,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
377,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能付き液晶プロジェクター　購入の支出について
182,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 大都市公立中学校英語教育研究会連絡協議会参加費の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる指導員講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校英語活動のあり方研修会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼金の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会指導講評講師謝礼金の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動における講師謝礼金の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 コリアタウンフィールドワークにおける講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　食育学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 コリアタウンフィールドワークにおける講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる指導員講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童の理科指導にかかる講師謝礼金の支出について
20,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 エイサー指導にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼（９／１０）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育指導にかかる講師謝礼（９／４）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書架　外購入の支出について
87,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
585,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学書写　教師用指導書二年　外購入の支出について
105,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱購入の支出について
66,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外　購入の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器外購入の支出について
212,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルラック　外の購入の支出について
177,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
55,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライド丸鋸用替刃ほかの購入にかかる支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
551,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他１１点購入の支出について
91,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いチェック用ローション外購入の支出について
25,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール　外　購入の支出について
63,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布ロール　他　購入の支出について
68,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傘立て　外　購入の支出について
131,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
35,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 複合レーザプリンター他２点購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
143,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
53,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしい国語一下」外購入の支出について
241,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
667,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他　購入の支出について
107,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤外３点購入の支出について
67,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
96,768
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし　外　購入の支出について
71,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット外購入の支出について
74,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット水彩絵の具外購入の支出について
76,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
173,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画作品展示用カバー他１５点購入の支出について
120,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターの購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
27,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「教育版ＥＶ３ソフトウェア」外購入の支出について
335,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
147,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラムの購入の支出について
49,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外（仕様書）購入の支出について
1,039,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子キャップ外購入の支出について
114,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　購入の支出について
44,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
94,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書（算数）購入の支出について
319,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　外（仕様書）購入の支出について
4,407,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　新しい国語二下』外購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動遊びロープ購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
91,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタリックカラーテープ外購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット　外　購入の支出について
21,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテンロングはっぴ購入の支出について
384,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
817,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
75,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
127,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸外購入の支出について
148,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パネル外購入の支出について
66,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
328,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰　外購入の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液　他３点購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
696,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロープマーカー外購入の支出について
87,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 連続展示用フィルム　他　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
128,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「空気力学セット」購入の支出について
238,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニガリ　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋他購入の支出について
14,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　購入の支出について
17,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電池ホルダー　他　購入の支出について
77,328
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメの餌外購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラボックス購入の支出について
8,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サージ　外　購入の支出について
178,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホンミキサー購入の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
34,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他　購入の支出について
53,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス破損取替の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室蛍光灯安定器取替工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉の鍵補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント補修工事の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラムセット修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン親機修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂扉鍵修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドアホン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内インターホン電源装置取替補修の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜不燃焼修繕の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰエアコン室外機修理の支出について
6,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる入場券他の購入（１０／９）の支出について
11,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年校外活動参加児童交通費他（１０／９）の支出について
43,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年体験活動にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／９）の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
18,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／９）の児童交通費の支出について
29,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／８）の支出について
29,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
8,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／９）の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室漏水調査業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 図書室エアコン等清掃の業務委託の支出について
167,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場苦汁散布業務委託の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる入場券他の購入（１０／９）の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／９）の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然教室実施にかかるいかだ・カッター使用料の支出について
13,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年秋の遠足にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年校外活動参加児童交通費他（１０／９）の支出について
7,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
1,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
166,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型絵本専用棚　外購入の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター外　購入の支出について
199,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　外購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 投擲板　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「バッテリー」外購入の支出について
285,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「迷路絵本セット」ほかの購入にかかる支出について
195,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ありこのおつかい」　外購入の支出について
340,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「酪農家族」外購入の支出について
371,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「むかしむかし絵本」ほか購入の支出について
259,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
76,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス支柱の購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルオーディオシステム　購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン　外　購入の支出について
11,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
151,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外　購入の支出について
84,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パーソナルオーディオ購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機替刃及び受木外１点の購入の支出について
31,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
205,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外購入の支出について
8,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験案内書「高校入学案内一覧」外購入の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
60,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌ型クランプ　外購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「高校入学案内一覧」外　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
312,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャニオンスプレー　外　購入の支出について
51,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
117,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
144,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
49,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームユニフォーム　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トリプルガードマスク　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府公立高校入試問題集外購入の支出について
23,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
93,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
159,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色紙外購入の支出について
14,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジカセ他　購入の支出について
159,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
142,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外購入の支出について
54,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一下」外購入の支出について
5,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外　購入の支出について
47,304
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
82,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書「国語１　上」他購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
113,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２８年版　おおさかの高等学校ほか書籍購入の支出について
31,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 足袋　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる花の苗購入（１０／９）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外　購入の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試案内（冊子）　外購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外の購入の支出について
32,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階倉庫蛍光灯照明器具取替え工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館３階コンセント取替補修の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 被服室ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 火災警報器の感知器の修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気室外壁・塀塗装工事の支出について
196,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門門扉取替補修工事の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口破損ガラス入れ替えの支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館屋上壁面塗装補修の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター修繕の支出について
20,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーホニウム外の修理の支出について
39,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　外　修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス他修理の支出について
11,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館　緞帳昇降装置修繕の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 グランド及び校内樹木害虫駆除業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ガク物語」　外の購入の支出について
286,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火花」外　購入の支出について
275,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度　大阪中学校新聞連盟会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科　「産業社会と人間」講演会謝礼金の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
1,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フィキサチーフ外購入の支出について
20,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤメモリーレコーダー他購入の支出について
91,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修繕部品購入の支出について
3,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネシウムリボン外購入の支出について
33,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
36,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
34,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料の購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
33,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシンボール他トレーニング用品購入の支出について
174,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
4,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年６組教室出入口建具取替修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 三味線の修理の支出について
17,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修繕の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ビジネス文書実務検定試験の受験料（１０／８）の支出について
45,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 桜之宮共同ボート艇庫使用料（１０月９日）の支出について
374,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
1,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 パネルシアター用ステージセット外購入の支出について
342,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外（集約物品）購入の支出について
1,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
29,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー（集約物品）購入の支出について
14,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外（集約物品）購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部海グループ体験学習に伴う付添職員入場料の支出について
3,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール外購入の支出について
85,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 美術机　購入の支出について
212,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パーソナルオーディオシステム　購入の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
3,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
44,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 賞状額購入の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 厨房用スパテラ　購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ（集約物品）購入の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　紅白玉入れカゴセット　購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電卓　外　購入の支出について
44,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室天井ボード補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館西側扉丸ガラス破損修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ扉補修工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂フットライト補修工事の支出について
122,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館北東出入口下水溝補修工事の支出について
49,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小演習室の空調機の整備工事の支出について
862,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽他消火設備不良修理工事の支出について
372,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修繕の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用給水制水弁取替補修工事の支出について
139,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールバルブ取替工事の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室エアコン取替工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教務室用網戸整備の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室床面カーペット工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡声器　外（集約物品）購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 箏　購入の支出について
46,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＬＥＤ照明灯購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外（集約物品）購入の支出について
115,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図工用物品「跳ね上げ式作品乾燥棚」の購入の支出について
79,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
224,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホッピングマット　購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（集約物品）購入の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 公印の購入の支出について
8,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙四つ切他６点購入の支出について
33,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会講師謝礼金の支出について
55,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 講師派遣依頼文書送付に伴う郵便切手購入の支出について
164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本ピア・サポート学会大会参加費（１０／１１）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年防災学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導（９月）にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動体験学習にかかる講師料の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソケットレンチセット　外購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網杓子　外購入の支出について
53,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　他　購入の支出について
88,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　購入の支出について
73,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
53,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蒸発皿外購入の支出について
16,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁ほか購入の支出について
98,971

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白色ふきん他購入の支出について
10,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書外購入の支出について
364,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい国語　１下」他の購入の支出について
286,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 極低刺激性テープ外　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
39,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 風船外購入の支出について
74,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室の食洗機給排水管修理の支出について
30,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　換気扇補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身体障害者用トイレ便器詰まり修理の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂障がい者用トイレ扉補修工事外の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室保存食用冷凍庫　修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 蛍光灯・換気扇修理の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 展示用ガラスショーケース修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る児童交通費・入堂料（１０／１３）の支出について
41,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 陸前高田市との交流作品展作品郵送料（１０／９）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１３）の支出について
3,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 総合テスト採点データ化業務委託の支出について
220,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に係る児童交通費・入堂料（１０／１３）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンつい立て　購入の支出について
52,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機　購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スイーツマジック」外　購入の支出について
380,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いのちのおはなし」外　購入の支出について
193,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ど演歌コレクション」他購入の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管　外　購入の支出について
21,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤　外　購入の支出について
40,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　他購入の支出について
70,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーユニフォーム　購入の支出について
29,916
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
34,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年２組教室窓ガラス入れ替え補修の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館トイレフラッシュボタン押戻し不良補修の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ピンスポットライト購入の支出について
169,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「中学生の質問箱」外購入の支出について
310,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高齢者健康体操指導料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスクリーナー他購入の支出について
30,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
13,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ＩＴパスポート試験受験に伴う受験料（１０／９）の支出について
510,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ　修理部品の購入の支出について
1,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　ダクト・換気扇分解清掃業務の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 モバイルルーターデータ通信料（８月分）の支出について
4,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添職員馬車乗車料の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添職員入場料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色覚検査表　購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直流電源装置購入の支出について
39,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機の修理（保健室）の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ｃ棟Ｂ棟　教室錠前調整取替工事の支出について
691,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂横　マンホール補修工事の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 スプリンクラー用制御弁の漏水補修工事の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南西館１階ポンプ室　ポンプ制御盤修繕工事の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室行ゲート弁漏水修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 旗用ポール設置工事の支出について
427,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 短焦点プロジェクター購入の支出について
359,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスタンク他の購入の支出について
41,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーコンテナ（３色セット）の購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
45,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 サインペン外の購入の支出について
72,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 円形窓ガラス入れ替え工事の支出について
99,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究授業等指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会にかかる講師謝礼の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 図画工作部夏季研修大会講師謝礼金の支出について
21,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 モバイルＷｉＦｉルーターの購入経費の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラベルシールの購入の支出について
2,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 板ダンボール他の購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント他の購入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本特別支援教育研究連盟全国大会　参加費の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい合宿にかかる看護師謝礼金の支出について
38,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校算数教育のあり方研修会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添にかかる看護師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動の校内研修講師謝礼の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「辞書引き学習法研修会」にかかる講師謝礼金の支出について
26,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる看護師講師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子外購入の支出について
20,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動糸のこ替刃他購入の支出について
22,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞架　購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書（後期分）購入の支出について
396,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用苗　購入（１０／１４）の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご一下」外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 分電盤用遮断器　購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬　外　購入の支出について
263,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 魚釣り大会にかかるえさ購入（１０／１４）の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューナー外購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブンミトン　外　購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし外購入の支出について
151,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ付スピーカー外購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２７年１０月１３日）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンタ専用用紙　外購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語　１年下」外の購入の支出について
302,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンマドリル購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸ポンプ　他　購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮユニット購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　他　購入の支出について
240,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
52,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく外購入の支出について
228,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　外１８点の購入の支出について
125,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他購入の支出について
73,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書の支出について
357,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュケース・外　購入の支出について
32,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニ外２点の購入の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼カラーぞうけい　外　購入の支出について
22,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外　購入の支出について
62,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　購入　の支出について
26,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画筆外購入の支出について
76,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンボス手袋　外　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しきし　外７点購入の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーリボン外購入の支出について
133,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはじきセット　外購入の支出について
30,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレンテープ　外　購入の支出について
81,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
3,980
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精密ドライバーセット　外　購入の支出について
77,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入の支出について
74,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外　購入の支出について
58,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品代の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リットルます購入の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドポイントラバー他購入の支出について
127,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン　外　購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーハチマキ　外購入の支出について
47,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　新しい国語一下外購入の支出について
23,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用シール外購入の支出について
49,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス鍋　外　購入の支出について
83,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土　外　購入の支出について
20,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
7,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー一枚刃購入の支出について
21,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャーバトン外購入の支出について
33,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター　購入の支出について
39,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
195,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
80,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用材料（横型ブロック外）購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー角パイプほかの購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみコンテナ　購入の支出について
11,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰテープ　外　購入の支出について
10,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用鋳物コンロ　購入の支出について
24,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用砂購入の支出について
27,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液ほか購入の支出について
30,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンド型ダイナミックマイク外購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ショッピングバスケット外購入の支出について
104,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
66,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外２点購入の支出について
78,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用接着剤　外購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
7,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階３年２組教室廊下側窓ガラス入替の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階　普通教室廊下側窓ガラス入替工事請負の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室洗濯機パン設置工事の支出について
112,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール更衣室ドア窓ガラス補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室ガラス入替修繕の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話機配線補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室空調用配管補修工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２年１組照明器具取り替え工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年教室窓ガラス入替工事の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水バルブ補修工事の支出について
129,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス窓補修工事の支出について
3,538
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス割替の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレロータンク漏水補修工事の支出について
32,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 朝礼台ステップ修繕の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館用大型子時計時刻修正の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室サッシ戸車修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送装置修理外の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パウチラミネーター修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室・普通教室オルガン不鳴修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫修理の支出について
298,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 台下冷凍庫修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理（オーバーホール）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク漏水修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室管楽器修理の支出について
88,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理　請負の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜の修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
80,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
7,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１４）の支出について
10,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費　（１０／１４）の支出について
34,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費・外　１０／１４の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
9,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年科学館見学参加児童交通費等（１０／１４）の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／１４）の支出について
9,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年ピース大阪他見学にかかる参加児童交通費の支出について
6,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習（１０／１４）の参加児童交通費・入場料の支出について
24,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機処分運搬料及びリサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費・外　１０／１４の支出について
10,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 案内状送付に伴う郵便切手購入（１０／１３）の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機処分運搬料及びリサイクル料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 会所及び側溝土砂上げ作業業務委託の支出について
297,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 スズメバチ駆除及び巣の撤去作業業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 蜂の巣駆除業務委託の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過機点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 スズメバチ巣駆除業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 落語寄席体験業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 エアコン分解洗浄の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 苦汁の散布業務委託の支出について
10,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除のための薬剤散布作業業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費・外　１０／１４の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習（１０／１４）の参加児童交通費・入場料の支出について
43,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員分入園料（１０／１４）の支出について
3,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の児童マリンランド入館料（１０／１４）の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学付添教職員観覧料（１０／１４）の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費・外　１０／１４の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行同行時の看護師の入場料（１０／１５）の支出について
2,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年科学館見学参加児童交通費等（１０／１４）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 竹馬　外　購入の支出について
48,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ジャンピングボード　購入の支出について
232,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 メジャーマット　購入の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピュータ購入の支出について
311,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
251,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会テント　購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マレット外　購入の支出について
181,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノート型パーソナルコンピューター　外１点購入の支出について
312,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「海」外　購入の支出について
339,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かわいそうなぞう」外購入の支出について
375,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「昔のくらしと道具」外購入の支出について
282,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「天文・宇宙の科学」他　購入の支出について
199,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ないた赤おに」外購入の支出について
331,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接作業講習代の支出について
15,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 丸のこ他特別教育受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機作業講習代の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
47,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
124,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外購入の支出について
12,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面ファスナー外購入の支出について
192,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
15,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト羊毛　外　購入の支出について
16,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮棒　外　購入の支出について
13,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜の購入の支出について
15,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
107,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
44,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス製バット　外　購入の支出について
35,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
41,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クレセント購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　他　購入の支出について
67,731
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプクリーニングホース外購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書（小学校教科用図書）購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ外購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィー外購入の支出について
21,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸　外　購入の支出について
57,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ＷＡＴＣＨ２」外　購入の支出について
41,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン集成材外購入の支出について
99,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アダプタ　外購入の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール　外　購入の支出について
51,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布の購入の支出について
5,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇フィルター外購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌・消臭スプレー　購入の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
51,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー　記録紙　外　購入の支出について
77,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品　購入の支出について
5,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書新編あたらしい国語・小一上外の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口横窓ガラス補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレロータンク補修工事の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事（緊急）の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館南１階防火扉鍵の取替工事の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　他　楽器修理の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室アンプの修繕の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンターの修理の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コントラバス修理の支出について
21,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏用木琴外修繕の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス　外　楽器修理代の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理（フルート外）の支出について
142,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理および部品交換の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル他の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル他の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 毛虫・シロアリ用薬剤散布作業業務委託の支出について
47,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 グランド　マス清掃作業業務委託の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会テント　購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火花」外購入の支出について
343,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「国境のない生き方」外購入の支出について
334,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「火花」他購入の支出について
118,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「旅のラゴス」　外　購入の支出について
226,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光概論講座」実施に伴う講師報償金の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（８月　夏期集中分）の支出について
630,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯購入の支出について
19,764
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コルクマット購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用現像主薬他の購入の支出について
115,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ板材外購入の支出について
130,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ外購入の支出について
91,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 ポスター外　印刷の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館コンクリート柱用防護パット取付工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス補修の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理（生活指導課職員室）の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定受験に伴う受験料の支出について
16,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 モニターアーム購入の支出について
22,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 両面カラーマグシート　外の購入の支出について
59,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
40,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 筋力トレーニング器具　外　購入の支出について
317,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 学習教材ソフト　外　購入の支出について
395,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
19,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　発電機購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「もういいかい」外の購入の支出について
197,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーファイル　ほか　購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 肩掛け式得点板購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工作用はさみ購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 音楽指導用教科書伴奏集購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スポンジローラー　購入の支出について
28,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子てんびん　他購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トライアングル購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 作業台（ステンレス製）の購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッドホン（オルガン用）購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤシステム他購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トゥホ（投壺）　購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット購入の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトテニス公認球の支出について
71,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館３・４階男子トイレ自動フラッシュ補修の支出について
145,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階渡廊下　滑り止め設置工事　外の支出について
101,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 うさぎ小屋解体撤去工事の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水バルブ取替補修　外　工事の支出について
448,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽Ｆ号ボールタップ漏水　補修工事の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　電磁接触器交換工事の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下土間補修工事の支出について
499,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室空調設備補修工事の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 敷地西側境界部分の安全対策工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室新設に伴う建設工事の支出について
998,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新校舎　教室床補修工事の支出について
368,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西側通用門補修工事の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書館床全面張替補修の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外排水管漏水補修工事の支出について
464,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂床補修工事の支出について
576,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎配管ビット内漏水補修工事の支出について
390,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋没消火管漏水修理外の支出について
534,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東門扉蝶番補修・錠交換工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門電気錠新設工事の支出について
364,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給水管漏水補修工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
7,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給湯器設置工事の支出について
348,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室壁クロス補修工事の支出について
583,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館・北館各所雨漏り補修工事の支出について
545,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３号館外部アスファルト外漏水工事の支出について
685,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管詰り通貫洗浄工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室新設に伴う電気工事の支出について
577,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 監視カメラ改修工事の支出について
438,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスキーボード購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸の土他の購入の支出について
42,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 タブレット端末の購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「商品開発」授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生徒指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
42,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
107,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コルク立体模型外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 写真用紙購入の支出について
26,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教育研究連盟全国大会の参加費　他（１０／１５）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２７年度体育公開研究会資料代（１０／１５）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マグネットシート　外　購入の支出について
118,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 教育研究連盟全国大会の参加費　他（１０／１５）の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加費（１０／１５）の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 特別支援教育研究連盟全国大会　神戸大会　参加費の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（９／２５）にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究にかかわる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争聞き取り体験　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略予算　自然体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ９／７　鶴見音頭講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 南中ソーラン授業にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレン版画板　外購入の支出について
98,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外の購入の支出について
123,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤外購入の支出について
50,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌ウレタンスポンジタワシ　外　購入の支出について
52,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙　外の購入の支出について
59,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 笛　ほかの購入の支出について
42,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「どうぶつがっこう」他購入の支出について
44,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
3,650
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 わくわく理科　指導書　４年　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
172,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー　購入の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル一眼レフカメラ他購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールブックトラック外購入の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高枝切鋏購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おたま　外　購入の支出について
115,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入の支出について
24,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌灯　外購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用ドラムカートリッジ購入の支出について
62,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽台購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なるこ　他　購入の支出について
68,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用コンロガスボンベ　他　の購入の支出について
27,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材４０×１６ｍｍ外２点の購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ、他購入の支出について
15,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームホルダー　外　購入の支出について
51,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード外購入の支出について
77,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あたらしいこくご一下指導書外購入の支出について
347,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
69,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ・外　購入の支出について
22,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外購入の支出について
58,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
20,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用台紙　他購入の支出について
68,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけ機　　外（集約物品）購入の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「学校経営の危機管理」外購入の支出について
6,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
277,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボードの購入の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
2,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年度教師用教科書・指導書の購入の支出について
277,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネーター　購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平刷毛　外　購入の支出について
71,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　外　購入の支出について
90,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書の購入の支出について
378,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外　購入の支出について
82,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小カブの種外購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご１」外購入の支出について
268,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
121,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ガーゼ外購入の支出について
35,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジビー　外購入の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙８切　他購入の支出について
387,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
58,536
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洋書「Ｔｈｅ　Ｅｙｅ　Ｂｏｏｋ」外購入の支出について
203,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 よしず　購入の支出について
27,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーフ紙雷管他購入の支出について
26,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレス受信器外購入の支出について
169,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
86,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋外購入の支出について
36,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤の購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂窓ガラス割替の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 紙類保管室　カーテン新設工事の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扇風機補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室行ゲート弁漏水修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎１階校長室前漏水補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗場水栓取替補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎４階教室扉硝子入替の支出について
10,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書館床補修工事の支出について
224,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頒布張替修理の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラープリンター修理の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠開錠ボタン修理の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 乾燥機の修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビブラフォン修理外の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機　修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
88,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫　修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校園パソコン端末液晶修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳冷蔵庫の修理の支出について
79,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
14,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
39,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
26,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる児童交通費・入園料・観覧料の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
13,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年　ふれあい遠足にかかる児童の交通費の支出について
115,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校舎建築にかかる重量物運搬の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年合同秋の遠足参加児童交通費（１０／１５）の支出について
33,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／１５の支出について
26,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１５）の支出について
8,064
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習（１０／１５）の参加児童交通費の支出について
25,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／１５）の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕテスト診断にかかる業務委託の支出について
87,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行にかかる付き添い教員拝観料の支出について
420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴うモクモクファーム付添職員入場料の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
46,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
5,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年秋の遠足にかかる児童交通費・入園料・観覧料の支出について
9,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポスタープリンター購入の支出について
389,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル一眼レフカメラ他購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さるのオズワルド」外購入の支出について
377,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　さるのオズワルド外６２件購入の支出について
85,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ガラクタ工作　全１２巻　外購入の支出について
271,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学研の図鑑」外購入の支出について
118,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性に関する安全教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四ツ目ぎり　外　購入の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
24,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
262,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ６速ギアボックス　他　購入の支出について
130,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボールほか購入の支出について
109,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
30,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
150,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペットボトルはさみ　外購入の支出について
46,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外　購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂絵シート　ほか　購入の支出について
39,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラム学習用ロボット教材外購入の支出について
98,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン用シャトル　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット他購入の支出について
35,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤外購入の支出について
26,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト　外　購入の支出について
44,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーブック、他購入の支出について
207,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヤマハＧＨＰ用吸込グリル、他購入の支出について
31,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
70,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
248,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校旗購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ灯光器外購入の支出について
87,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
40,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動消しゴム、他購入の支出について
21,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金工用糸のこ替刃購入の支出について
7,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
127,602
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインク外購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
27,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　ほか　購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋他購入の支出について
18,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
227,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館１階ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ整備補修の支出について
94,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室空調機補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関鉄扉補修工事の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階男子更衣室窓ガラス入替補修の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大ポスタープリンター修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動ホッチキス　修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外　修理の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠操作器修理の支出について
8,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 湿温蔵庫修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内除草業務委託料の支出について
198,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業業務委託の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 穴あけ機　　外（集約物品）購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴（集約物品）購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「リアル鬼ごっこ」、他購入の支出について
383,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「きみの友だち」外購入の支出について
398,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　きみの友だちの本外　購入の支出について
342,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クラスメイツ」外　購入の支出について
275,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ＥＢＣ講師謝礼金の支出について
21,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外の購入の支出について
13,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ　他購入の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
37,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＶＶＦケーブル　外購入の支出について
88,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　外（仕様書）購入の支出について
245,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 世界遺産検定公式過去問題集外の購入の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他購入の支出について
15,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ他の購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＣアダプター他の購入の支出について
14,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塩素用試薬　他購入の支出について
46,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 武道館剣道場漏水補修の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 リサイクル対象家電回収費用（１０／１４）の支出について
4,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 都工祭（文化祭）案内状の送付（１０／１４）の支出について
7,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクルに伴う回収運搬費外の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクルに伴う回収運搬費外の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 リサイクル対象家電回収費用（１０／１４）の支出について
5,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パイプ椅子　外（仕様書）購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオルの購入の支出について
14,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外の購入の支出について
13,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＡＩＳＹ図書「およぎたいゆきだるま」外購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬にかかる貨物軽自動車運送料（１０／１５の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入園料（１０／１４）の支出について
41,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気温水器の購入の支出について
174,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気バリカンの購入経費の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 穴あけ機　　外（集約物品）購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スクリーン　外　購入の支出について
186,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルプリンター　購入の支出について
19,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 片手刈込鋏　他購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コートブラシの柄外の購入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ケーブル　他　購入の支出について
108,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボールグローブ購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日章旗　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール内床面　塗装補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室室内機移設工事の支出について
273,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上搭屋他天井雨漏り補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館階段スイッチ補修　外　工事の支出について
174,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援学級準備室床外補修工事の支出について
183,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室自火報幹線補修工事の支出について
67,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段屋根ガラス補修及び手摺他塗装補修工事の支出について
799,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーターホール　床面補修工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館外壁廊下天井雨漏り外補修工事の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水修理　工事の支出について
921,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床剥離補修工事の支出について
993,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 エアコン取付補修工事の支出について
799,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 目隠しフェンス設置工事の支出について
875,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スクリーン　外　購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 琴（集約物品）購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンタ　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 穴あけ機　　外（集約物品）購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 小旗購入の支出について
8,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スロープマット購入の支出について
38,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 救急法基礎講習教材他の購入経費の支出について
115,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ウエアラブルカメラ他の購入経費の支出について
145,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイクロホン購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル用変換プラグ　外購入の支出について
190,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　外購入の支出について
16,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
85,830
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ歌って覚える楽楽イングリッシュ他購入の支出について
20,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
11,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねん土外購入の支出について
85,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外　購入の支出について
46,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ふきん　外購入の支出について
14,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大玉外購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
20,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 引き戸用金具購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
66,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム（にがり）の購入の支出について
33,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材　外　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花壇用木製連杭　外購入の支出について
76,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニット畳購入の支出について
201,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機　マスター　外　購入の支出について
202,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫整理用「ブックトラック」の購入の支出について
360,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大観察器　外購入の支出について
219,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる食材料購入（１０／１６）の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集塵機用ノズル　外購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスタワシ　外　購入の支出について
40,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外購入の支出について
116,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール外購入の支出について
67,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュ５箱組外４点の購入の支出について
97,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター購入の支出について
9,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸張替工事の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ・図書準備室の照明器具補修工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室出入口扉網入ガラス補修工事の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場配管漏水補修工事の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室の窓ガラス入替補修の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 マリンバ　外　修繕の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼き物機修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ　修繕の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　洗濯機修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費全学年　１０月１６日の支出について
128,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる参加児童交通費１０／１６の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫回収運搬料外の支出について
540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる費用（１０／１６）の支出について
15,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １・２年秋の遠足にかかる参加児童交通費の支出について
32,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習実施にかかる参加児童交通費（１０／１６の支出について
121,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費（１０／１６）の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１６の支出について
9,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 オリエンテーリングにかかる児童交通費１０／１６の支出について
25,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１６）の支出について
11,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１６の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 多様な体験活動にかかる交通費　外（１０／１６）の支出について
29,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ＱＵテスト検査料の支出について
41,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
151,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫回収運搬料外の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消毒保管庫点検調整処理手数料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜樹木薬剤散布業務委託の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木の殺虫・消毒作業業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる費用（１０／１６）の支出について
19,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 多様な体験活動にかかる交通費　外（１０／１６）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型本用木製書架購入の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
19,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用絵具　購入の支出について
30,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク購入の支出について
18,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「Ｄｒａｇｏｎ　Ｎｉｇｈｔ」外　購入の支出について
12,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸　外　購入の支出について
232,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角コーナー　ザル　外　購入の支出について
37,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机の天板（新ＪＩＳ）購入の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶筅　外　購入の支出について
53,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　購入の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトレー　外　購入の支出について
17,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
18,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南西館３階廊下窓枠アルミサッシ補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修工事の支出について
42,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　外　修理の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクトップＰＣ　修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理（パソコン室用）の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 柔道投込用マットの購入の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 金屏風他　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミポール　購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第５４回全日本特別支援教育研究連盟全国大会の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式（振込依頼書）　購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード　他購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ他楽器修理請負経費の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤従事者安全教育講習外受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニベンチバイスの購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 文化祭案内状送付のための郵便料金（１０／１５）の支出について
8,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部１年秋の遠足付添職員入園料１０／１６の支出について
6,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中１秋の遠足にかかる付添教職員乗船料１０／１６の支出について
11,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　他購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 舌圧子購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 長形３号封筒テンプレート　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保健室用カーテン　外購入の支出について
88,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　外購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消防ホース　購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室電気配線補修工事の支出について
230,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室　他　照明器具　補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室出入口扉取替補修工事の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階教室出入口建具補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイクロホンの購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 池用ウォータークリーナー購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
5,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸の購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塩化カルシウムの購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニール生地の購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 角パイプ外購入の支出について
13,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
8,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ファンタジー教材講座　資料代（１０／１７）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 研修会用資料送付用切手購入の支出について
888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 がんばる先生支援　研究大会参加費（１０／１７）の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 熱血教師ベルト地帯　第２回セミナー参加費の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 ＫＡＢＣ－Ⅱアドバンスト講習会受講料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 信州大学教育学部附属松本小学校公開研究会参加費の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
33,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　集中実践の講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
3,176,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシート　購入の支出について
27,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
27,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイレコーダー　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体操リング　外　購入の支出について
67,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソプラノリコーダー他購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外購入の支出について
30,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシート外購入の支出について
37,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
97,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
54,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットオセロ外購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
68,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
31,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
36,612
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
21,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
88,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
53,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材学習帳外購入の支出について
86,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙・外　購入の支出について
68,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオケーブル他購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ付救急絆創膏　購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェーンソーほか購入の支出について
59,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙　外　購入の支出について
219,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター外購入の支出について
53,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトリングバトン他購入の支出について
331,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語ＤＶＤ教材「Ｎｉｋｋ英語シリーズ」外購入の支出について
19,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外の購入の支出について
12,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外購入の支出について
11,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「賢くなるパズル基礎編」外購入の支出について
19,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　他　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 犬棒カルタ他購入の支出について
88,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
15,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 めがね釘購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「新しい算数５下研究編」外購入の支出について
48,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性絵の具　外　購入の支出について
68,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
12,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
120,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオミニケーブル　外　購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
285,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５－３窓ガラス補修工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館雨漏り補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室網戸取付工事の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４号館庇漏水部分防水塗装工事の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 水槽キャスター取替修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給茶器　修繕の支出について
31,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理台及びシンク修理の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室温水ボイラー修理の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
30,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務室用パーソナルコンピュータ修理の支出について
27,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 包丁まな板殺菌庫修理の支出について
12,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室食器洗浄機修理の支出について
22,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
57,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学（１０／１９）にかかる交通費の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１９）の支出について
8,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定及び除草作業業務委託の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「キンギョの転校生」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の伐採業務委託の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビジネスプロジェクター購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パウチラミネーター外購入の支出について
295,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機（集約物品）購入の支出について
345,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ステレオミニケーブル　外　購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「なにのこどもかな」外購入の支出について
246,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本のむかしばなし」外購入の支出について
281,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「モチモチの木」外購入の支出について
32,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「放課後の怪談　全１０巻」他購入の支出について
253,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ビジュアル大百科」外購入の支出について
203,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おだんごぱん」外　購入の支出について
112,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　ダイナミック地球図鑑他購入の支出について
248,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アスペルガーの心　全３巻」他購入の支出について
337,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の歴史１」外購入の支出について
331,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソー使用にかかる特別教育等受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー業務に係る特別講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「最後の一葉」　他購入の支出について
99,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
67,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
91,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書の購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス　他購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 袋栽培用プランター　他　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発表板購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 晒購入の支出について
31,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金属たわし　外　購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス　購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ばね　外購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽器用銀・銀メッキ研磨剤　外　購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス他購入の支出について
26,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
2,066,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
79,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外　購入の支出について
245,144
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
115,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
18,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
48,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
13,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール練習球　購入の支出について
16,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプテント用部品　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットライト用ハロゲンランプ　外　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外（集約物品）購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「公立高等学校紹介」冊子印刷の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷製本の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館１階男子更衣室扉ガラス入れ替え修繕の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス配管腐食改修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門門扉補修及び配電ＢＯＸ補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室　廊下側窓　ガラス入れ替え工事の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室窓ガラス割れ替え工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 美術室扉ガラス補修の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 芝生植栽工事の支出について
999,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 池水中ポンプ用電源配線補修工事（電線取替）の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラーの修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 扉付耐火金庫修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 映写幕修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布　業務委託の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除（薬剤散布）業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト用ハロゲンランプ　外　購入の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水中ポンプ（鯉飼育池用）　購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「うふっ」購入の支出について
64,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「戦跡ガイド１　ヒロシマ」外購入の支出について
310,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はなはなみんみ物語」外購入の支出について
128,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングシート他の購入の支出について
17,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター他購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
1,041,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
18,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター買入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外丸フライス外購入の支出について
46,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自動車バッテリー購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧絶縁電線外購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
20,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのり外購入の支出について
9,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 文化祭用トラック借上げの支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定受験にかかる受験料の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 福祉住環境コーディネーター検定試験料の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 武道体験教室参加者傷害保険料の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「みだれ髪」外購入の支出について
41,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 釉薬貯蔵容器外購入の支出について
64,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外（集約物品）購入の支出について
4,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外購入の支出について
21,866
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外購入の支出について
12,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードディスク　外購入の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
53,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 透明梱包テープ他　購入の支出について
51,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等部修学旅行の付添職員入場料外（１０／１６）の支出について
35,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式ディスクグラインダー　購入の支出について
12,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボールの購入の支出について
18,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教授用てんびん外１点購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 巻尺購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 立体模型（透明型）外購入の支出について
119,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電話台　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー　購入の支出について
52,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　外（集約物品）購入の支出について
6,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 竿頭　購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歴史年表　他　購入の支出について
26,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
271,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 九九練習板購入の支出について
88,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小学部トイレ修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂床補修工事の支出について
938,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飼育小屋水栓補修の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎前雨水排水管補修及び舗装工事の支出について
648,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎　３階　庇　補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 止水弁漏水　補修工事の支出について
9,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレブース取替工事の支出について
761,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 煙感知器・誘導灯補修工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス補修の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室漏電補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理工事の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 砂場改修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内自主放送設備配線改修工事の支出について
529,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 トイレ照明器具人感センサー取付工事の支出について
229,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室改修ガス設備工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パイプテント購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書室用　書架の購入の支出について
360,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
14,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本よみきかせいきものしゃしんえほん購入の支出について
41,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
739,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 職員室　ＧＨＰ部品修繕の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解に関する講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別授業（救急法基礎講習）講師謝礼金の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 地域支援に関する研修会講師謝礼金の支出について
22,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業研究会および講演会にかかる講師謝礼金の支出について
37,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ポスタープリンタ用紙他購入の支出について
77,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
29,940
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電子辞書の購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
3,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外　購入の支出について
219,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
53,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年盲導犬体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
104,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽研究授業講師謝礼金の支出について
72,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障害に関する研修会講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ学習「おはなし会」にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外購入の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
60,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕購入の支出について
102,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ外購入の支出について
35,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硫酸カリウムアルミニウム他購入の支出について
14,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
7,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル腕時計　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
48,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「国際理解ハンドブック」外購入の支出について
10,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしな合板　外購入の支出について
169,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
13,251

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族衣装・民族楽器　購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表ほか購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
15,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムユニット外購入の支出について
51,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん他８点購入の支出について
49,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外の購入の支出について
5,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット他購入の支出について
11,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モール外購入の支出について
50,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尺八他購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点字用用紙ほか購入の支出について
2,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
17,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
103,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン替インク外購入の支出について
83,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
8,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
51,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チップソー研磨機購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
190,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
33,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
84,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
155,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
74,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
18,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「特別支援教育はじめのいっぽ」他購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
976,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　外購入の支出について
118,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外購入の支出について
46,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ　スマートパッド購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉購入の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立　購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミ線外購入の支出について
58,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　外購入の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣ購入の支出について
341,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
87,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版　外　購入の支出について
15,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
34,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　外購入の支出について
89,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソラマメの種　外　購入の支出について
37,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　購入の支出について
14,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外購入の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルマイト角盆外購入の支出について
243,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
19,674,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口ガラス補修の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室配管補修工事の支出について
5,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備不具合補修工事の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３Ｆ渡り廊下鉄扉補修工事の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具修理の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室床及び壁面改修工事の支出について
432,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井灯取替工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
277,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ用フラッシュバルブ部補修工事の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西門掲示板補修工事の支出について
221,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階５年２組教室外側窓ガラス入れ替えの支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 非常出口の扉の鍵補修の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動穴あけパンチ　修理の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理業務の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童分交通費および観覧料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行実施に伴う児童交通費外の支出について
6,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料及び回収料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる参加児童交通費の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料及び回収料の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 修学旅行実施に伴う児童交通費外の支出について
600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 付添看護師にかかる国内旅行傷害保険料の支出について
1,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除　業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内除草作業委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる参加児童分交通費および観覧料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費及び観覧料の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行実施に伴う児童交通費外の支出について
24,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 鳥羽湾めぐり付添職員乗船料金（１０／２０）の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外購入の支出について
145,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 一輪車用練習スタンド購入にかかる経費の支出について
111,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
62,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機（集約物品）購入の支出について
376,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 乾熱滅菌器購入の支出について
190,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書くまの子ウーフの絵本外購入の支出について
269,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用蔵書くもんのゆかいな絵本セット外　買入の支出について
274,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつのがっこう」他購入の支出について
78,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学級文庫「国際理解ハンドブック」外購入の支出について
17,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつがっこう」外購入の支出について
56,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめての工作」外購入の支出について
147,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書どうぶつがっこう外購入の支出について
34,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １０月分生活指導訓練費の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習会にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部指導にかかる講師謝礼金の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ぺン外の購入の支出について
119,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験ガイドブック　外　購入の支出について
39,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルスプレー　外　購入の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 全国高校入試問題正解　外　購入の支出について
15,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
20,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
571,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化コバルト紙　外　購入の支出について
81,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動工具「ディスクグラインダ」外購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコン教室用ドラムカードリッジ　購入の支出について
81,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか購入の支出について
37,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型整理ケース　外　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台他１点購入の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進学情報誌　外　購入の支出について
36,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アガチス材　購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞（４～９月分）購読の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 等賞旗　外購入の支出について
73,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外購入の支出について
33,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上ボール盤外の購入の支出について
43,219
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース継手購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液　外　購入の支出について
58,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編　あたらしいこくご　一　上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
25,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーズ絵キット　購入の支出について
24,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭（お茶会）に係る抹茶購入（１０月１９日）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞（７～９月）他購読料の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　他購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サポートネットセット　外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燃焼さじ外購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４～９月）の支出について
23,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具　外　購入の支出について
68,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ他購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　パイプ椅子　購入の支出について
217,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校要覧印刷の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「公立高等学校紹介冊子」印刷の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,863,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館アリーナ側コンセント補修工事の支出について
9,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室ホワイトボード貼替工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外修理の支出について
91,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館放送設備修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 廃酸・廃アルカリ瓶廃棄にかかる業務委託の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台他１点購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙においでよ」外購入の支出について
203,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪中学校新聞連盟に支払う会費の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 扶助費　措置扶助金 １０月分生活指導訓練費の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２足歩行ロボット組立キット購入の支出について
348,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスラケットの購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式の購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外　購入の支出について
136,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルキーパー購入の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフイルム他の購入経費の支出について
42,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
116,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 軟鋼板購入の支出について
57,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モーター外購入の支出について
17,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,455,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールマスター外購入の支出について
69,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器パーランクー　外の購入の支出について
94,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
116,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
54,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
7,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,101,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂インターホン配線補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部花グループ体験学習に伴う付添職員入場料の支出について
3,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板外購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台外購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 月予定表（スケジュールボード）　購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メジャー購入の支出について
28,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラミネーター　外　購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガラス引違書庫　購入の支出について
29,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー他購入の支出について
119,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハイスピードカメラ　外　購入の支出について
176,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 円盤外購入の支出について
47,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
13,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー外　購入の支出について
57,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カードリング　外　購入の支出について
121,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平面鏡他の購入の支出について
121,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 石原式色覚検査表購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 収納ケース購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モノクロレーザー複合機購入の支出について
32,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール　外購入の支出について
65,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球台　外購入の支出について
3,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎外壁設置プルボックス交換補修工事の支出について
80,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西側正門電気錠交換工事の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設直圧給水管漏水修理の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 土間補修工事の支出について
491,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋根防水補修工事の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館便所フラッシュ弁周り補修工事の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室教室引違戸補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン増設工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備配線・外　補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎１階漏水補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知機設備受信機交換補修工事の支出について
645,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン不良修理の支出について
63,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 Ａ棟１階男子便所改修工事の支出について
793,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　外購入の支出について
68,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 園児盆踊り指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
28,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業研究研修会にかかる講師謝礼金の支出について
22,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「関大初等部式思考力育成法」外の購入の支出について
20,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 音楽会における大阪市中央公会堂大会議室　室料の支出について
35,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 掲示板の購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末管理用パソコン　購入の支出について
127,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 発電機購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車の購入の支出について
7,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用板外購入の支出について
108,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書写半紙　外購入の支出について
131,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クッションカバー　外購入の支出について
251,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 銀色紙セット他購入の支出について
70,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「外国人に紹介しよう日本の文化」外購入の支出について
60,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣコピー用紙Ａ４　外購入の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ「歌はともだち　上巻」外購入の支出について
16,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用接着剤外購入の支出について
57,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンチップ他購入の支出について
27,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞　外　購入の支出について
25,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
161,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外　購入の支出について
39,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアホーキ購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
85,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 連結クリップ外購入の支出について
63,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落としマット購入の支出について
141,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒液他購入の支出について
40,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレサンダル外３点購入の支出について
28,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用たらい外購入の支出について
28,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車　購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スープ取りざる　購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ交換バッテリーほか購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用台車購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目模造紙　外　購入の支出について
56,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外１７点の購入の支出について
218,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別教育受講料　外　の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
314,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤他の購入の支出について
78,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子　購入の支出について
399,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸体験に伴う粘土の購入（１０／２２）の支出について
131,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外　購入の支出について
11,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
315,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刷り取り和紙　外　購入の支出について
31,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外購入の支出について
21,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
26,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
322,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
240,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
38,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（全判）外の購入の支出について
57,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　購入の支出について
25,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　他購入の支出について
152,550
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ外購入の支出について
120,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイセン球根　他　購入の支出について
12,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
172,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼成粘土購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　外購入の支出について
37,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント用おもり　外　購入の支出について
146,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外の購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク２本購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コスモスの苗　購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 動物パズル　外　購入の支出について
74,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
45,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外５点の購入の支出について
154,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗ポールロープ取替工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室網戸（金網）貼り替え修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 タイヤ遊具撤去外工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一槽式流し台キャスター　外　修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 錠前の修理の支出について
30,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
89,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機の修理にかかる支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ミシン修理の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に伴う児童交通費（１０／２１）の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２１の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的な活動にかかわる参加児童交通費の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル及び収集運搬料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う児童交通費　６年生　１０月２１日の支出について
17,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 心の劇場観劇にかかる交通費（１０／２１）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 演劇鑑賞にかかる参加児童交通費（１０／２１）の支出について
12,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 （こころの劇場）観劇にかかる参加児童交通費の支出について
26,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足にかかる参加児童交通費の支出について
26,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学の参加児童交通費（１０／２１）の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「心の劇場」観劇にかかる参加児童交通費の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
27,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞会にかかる児童交通費（１０／２１）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生劇鑑賞にかかる児童交通費（１０／２１）の支出について
18,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機廃棄による回収運搬料外の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校長戦略予算　１・２年生秋の遠足にかかる交通費の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞にかかる参加児童交通費（１０／２１）の支出について
8,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２１の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機廃棄による回収運搬料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル及び収集運搬料の支出について
2,916
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛けにかかる業務委託の支出について
294,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行参加児童にかかる真珠取り出し体験料の支出について
159,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年プラネタリウムの付添職員入館料（１０／２０の支出について
720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機の購入の支出について
99,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 家庭用耕耘機　購入の支出について
93,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どうぶつがっこう」外購入の支出について
34,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしゃべりさん」ほか　購入の支出について
358,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「レイチェルカーソン」外　購入の支出について
328,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア新訂版」外購入の支出について
339,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「十二子のはじまり」外購入の支出について
343,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
310,831

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おだんごぱん」外　購入の支出について
232,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめての北欧神話」外購入の支出について
274,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はらぺこあおむし」他　購入の支出について
350,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こくごだいすき」外購入の支出について
101,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「すみれ島」外購入の支出について
222,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「恐竜研究室」全３巻他購入の支出について
235,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別教育受講料　外　の支出について
21,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 小学校長会研究協議会にかかる参加費　１０／２２の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語学習会にかかる講師謝礼金の支出について
20,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語学習会にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「基礎からの学習法」講演事業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道防具セット外購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天板折りたたみ式テーブル購入の支出について
283,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
112,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
223,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　外　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外購入の支出について
20,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ補充インキ　外　購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 段板外の購入の支出について
50,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地理ＤＶＤ教材　購入の支出について
130,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド外購入の支出について
24,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
59,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「全国高校入試問題正解」　外購入の支出について
26,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナー購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用塩素漂白剤外購入の支出について
20,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外の購入の支出について
26,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご①下」外　購入の支出について
5,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
52,550
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
48,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用Ｃ型ショートビット　外　購入の支出について
259,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダー　購入の支出について
58,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
11,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
374,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸外購入の支出について
15,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 銅版外購入の支出について
28,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
42,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 帯鋸台購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式テレビスタンド　外　購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色和紙外購入の支出について
51,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバット、他購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
36,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール　他　購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
278,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書架用棚板　外　購入の支出について
110,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙Ｂ４購入の支出について
70,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ外購入の支出について
53,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 無地かるた外　購入の支出について
95,075

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子　印刷の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替工事の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関入口ドアクローザ取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階１年１組教室窓ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機　修理の支出について
42,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機材フットマイク点検修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館マイクコンセント修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ　修理の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　外　修理の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ホッチキスの修理の支出について
11,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ひな壇の運搬の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の薬剤散布業務委託の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布作業業務委託の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 合唱コンクールにかかる会場使用料（１０／２１）の支出について
149,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 段板外の購入の支出について
162,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式テレビスタンド　外　購入の支出について
99,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
227,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「書斎の鍵」外　購入の支出について
356,709

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「夏の朝」外購入の支出について
201,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　犬とハモニカ　外　購入の支出について
368,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
26,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
7,344
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器用タンクキャップ購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外の購入の支出について
52,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞外購読料（４～９月分）の支出について
37,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料（４～９月分）の支出について
63,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用圧縮発火器他購入の支出について
8,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだ他買入の支出について
20,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４～９月分）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 純水器取替カートリッジ他購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞外購読料（４～９月分）の支出について
46,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル外購入の支出について
31,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的スタンド式ボードの支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディモップ外購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－７教室漏水補修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ヤマハグランドピアノ弦の張替修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ビデオカメラ修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定受験に伴う検定料の支出について
30,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「本の力」外購入の支出について
175,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書「町のけんきゅう」外の購入の支出について
10,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 板ダンボール　外　購入の支出について
90,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 中学部３年５組　ガラス入替補修の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
24,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　購入の支出について
154,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「町のけんきゅう」外の購入の支出について
79,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表ボード　外（集約物品）購入の支出について
188,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用砂購入の支出について
9,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール他購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板ふきクリーナー　外２点の購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書管理用ソフト、パソコン、プリンター購入の支出について
115,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色覚検査表　購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラの購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 いろはかるた外購入の支出について
10,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 包丁購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸型温湿度計購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 連結展示板購入の支出について
185,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡　外（集約物品）購入の支出について
156,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 玉入れ用玉　外購入の支出について
139,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジ購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管補修工事の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館用消火水槽漏水補修工事、他の支出について
111,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本校校舎前会所補修工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４－１引違戸補修工事の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレパイプ漏水修理の支出について
23,220



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 壁掛扇風機取付工事の支出について
166,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室ガラス入替工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室高窓開閉ハンドルボックス補修工事の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎１階女子トイレ照明補修　工事の支出について
12,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽不良漏水修理の支出について
124,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 防球ネット設置工事の支出について
250,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミ製ひな段　購入の支出について
231,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品庫購入の支出について
129,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 映像処理用デスクトップパソコン購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール用ショットクロック購入の支出について
76,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ソフト、パソコン、プリンター購入の支出について
175,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 メガホン購入の支出について
48,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バドミントン支柱　購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
98,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
11,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
3,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
24,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
22,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 電話用アンテナ設置及び電源工事の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スキャナ外の購入の支出について
50,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
15,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用図書「のはらうた」外　購入の支出について
71,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバスケント紙外購入の支出について
84,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
287,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
175,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエルカムガーデン用花苗購入（１０／２１）の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ　球根　他　購入の支出について
20,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
463,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　外　購入の支出について
30,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
1,121,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールブックトラック　購入の支出について
251,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　購入の支出について
40,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
239,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙四つ切　外の購入の支出について
71,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」購入の支出について
28,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用楽譜集・ＣＤの購入の支出について
30,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋　外購入の支出について
21,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
23,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　他購入の支出について
43,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　外　購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
80,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他購入の支出について
11,102
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
175,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
215,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーフラワー作成機外購入の支出について
32,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性ニス外購入の支出について
68,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
253,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 淡水魚飼育用冷凍アカムシ購入（１０／２１）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール・フイルムルックス外購入の支出について
26,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外　購入の支出について
54,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
122,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
174,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セフティマット　外（集約物品）購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーンの購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外　購入の支出について
368,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リングバトン　外　購入の支出について
198,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
301,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤他購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組　カーテンレール取付工事　外の支出について
90,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面器修理の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室ガスコック取替補修の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍庫修理の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用ポータブルワイヤレスアンプ修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋上排気ファン修理の支出について
118,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス回転釜修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／２２）の支出について
10,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／２２）の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／２２）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／２２）の支出について
4,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費等（１０／２２）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２２の支出について
19,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／２２）の支出について
256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 業務委託　プールろ過保守点検の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童の交通費等（１０／２２）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う児童分入館料（１０／２２）の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる参加児童使用料（１０／２２）の支出について
25,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（１０／２２）の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セフティマット　外（集約物品）購入の支出について
182,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アウトドアタイマー外購入の支出について
220,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア大図鑑地球」外　購入の支出について
348,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おばけ屋シリーズ」外購入の支出について
342,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国連合小学校長会研究協議会参加費１０／２２の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国連合小学校長会研究協議会山口大会　参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱者　他安全衛生講習受講費の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全連小校長会研究協議会大会参加費（１０／２２）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国連合小学校長会研究協議会山口大会参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
64,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
115,020
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
94,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック外購入の支出について
57,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンセット外５点の購入の支出について
69,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用コピーセットの購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤオーディオ購入の支出について
51,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
39,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
19,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
87,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
660,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　外　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
25,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
160,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用石灰購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
124,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
117,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外の購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
59,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
8,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子トイレ便器フラッシュバルブ修理工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール倉庫出入口ドアクローザー補修の支出について
14,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス　外　修理の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権教育校外学習にかかる生徒入場料及び交通費の支出について
14,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 人権教育校外学習にかかる生徒入場料及び交通費の支出について
6,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
235,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
56,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘール突切バイト　外購入の支出について
34,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用モップスペア購入の支出について
15,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４月～９月分）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月分）外の支出について
42,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナー　外購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
11,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
1,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルクッキングスケール　外購入の支出について
20,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪大学入試問題集他購入の支出について
30,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋外の購入経費の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 布団干し　外購入の支出について
33,396
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
31,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定受験にかかる受験料（１０／２１）の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール　外（集約物品）購入の支出について
35,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
117,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
28,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋購入の支出について
11,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
341,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 モバイルプリンターの購入経費の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンタクトバック外購入の支出について
53,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マイクロホン　外購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎　消火補給水槽排水管の漏水補修工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館２階貯水槽マンホール蓋施錠金具補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東側フェンス張替補修工事の支出について
448,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室漏水補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事（格技室）の支出について
57,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 回転釜取替工事の支出について
354,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会テント　購入の支出について
151,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セフティマット　外（集約物品）購入の支出について
407,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 踏切板　外（集約物品）購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクの購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 害虫駆除の業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無線ＬＡＮ中継機購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 油性マーカー購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「ソーシャルラーニング入門」外の購入の支出について
37,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教材模型外購入の支出について
155,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ（スタンド付）外購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭講話および実技指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭講話および実技指導にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 協働的な学びの研修会における講師謝礼の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年異文化体験学習における講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラック他購入の支出について
120,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　他購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
46,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
63,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
76,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書購入の支出について
306,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　他　購入の支出について
208,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他　購入の支出について
24,374
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外の購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー　刃　購入の支出について
16,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学社会デジタル教科書外購入の支出について
181,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　外購入の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　外　購入の支出について
7,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
25,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニル袋、ペーパータオル他購入の支出について
93,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバラミックス苗外購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
9,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科　デジタル教科書外購入の支出について
56,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 火災受信盤用バッテリー購入の支出について
20,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外　購入の支出について
44,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
3,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
108,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドベル購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡立て外購入の支出について
51,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙展示用台紙　外　購入の支出について
44,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 お金模型セット　外購入の支出について
12,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インク　外購入の支出について
17,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 資料「１０分でできる初経教育セット」他購入の支出について
21,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜用混合培養土　外購入の支出について
48,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
93,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ他購入の支出について
23,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験器具「ふりこ」他　購入の支出について
24,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ　蓋付き　購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ２０１５ポップヒットマーチ　外購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
43,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
72,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剥離剤　外購入の支出について
8,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用上皿てんびん購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラービニール袋　外購入の支出について
7,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
46,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平テープ　他購入の支出について
53,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「目でみる算数の図鑑」購入の支出について
26,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスポータブルアンプ購入の支出について
102,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井換気扇補修工事の支出について
29,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室プレハブ冷蔵庫室外機電源配管補修工の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉ガラス入替工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂入口ドアガラス入替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フード防護網取替修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼物器修理の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／２３）の参加児童交通費の支出について
13,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足にかかる参加児童交通費・入園料の支出について
29,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　外運搬料及びリサイクル料の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
59,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／２３の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／２２の支出について
17,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る児童交通費・観覧料（１０／２３）の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
8,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／２３）の支出について
163,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習参加児童交通費（１０／２３）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学児童の交通費外（１０／２３）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
17,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　外運搬料及びリサイクル料の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
382,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布　業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会公演業務委託の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生社会見学児童の交通費外（１０／２３）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添教職員観覧料（１０／２３）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に係る児童交通費・観覧料（１０／２３）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
21,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 パワーパイプテント借入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生校外学習にかかる乗船料（１０／２３）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 全校遠足にかかる参加児童交通費・入園料の支出について
8,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判カラープリンター購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ購入の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン　他購入の支出について
72,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスポータブルアンプ購入の支出について
112,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　例解小学国語辞典　外　購入の支出について
222,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「おしりたんてい」他購入の支出について
270,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こわがりやのぶるる」外　購入の支出について
221,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「赤のはんたいは？」外購入の支出について
257,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「花になったカマキリ」外　購入の支出について
73,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしりたんてい」外購入の支出について
351,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いわんこっちゃない」外購入の支出について
377,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「のりものおばけずかん」他　購入の支出について
111,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェンソー教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料（新規）甲種の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧　近畿版」他購入の支出について
20,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚キャップ　購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外の購入の支出について
28,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
17,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
34,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外購入の支出について
30,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
80,992
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
29,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 版画作業板外購入の支出について
61,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ぼかし絵セット　外の購入の支出について
22,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　の購入の支出について
45,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ用Ｕ型スポンジスペア　外　購入の支出について
25,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段アートシール外の購入の支出について
37,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モザイク画掲示用パネルカバーの購入１０／２２の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け布団カバー　外　購入の支出について
11,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
100,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さらし　外の購入の支出について
42,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雲花紙　外　購入の支出について
13,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
12,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用石灰　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用防藻剤　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水化粧合板　購入の支出について
9,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外５点の購入の支出について
66,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入封筒　印刷の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
36,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみテーブル購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外購入の支出について
14,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
90,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用教科用図書購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧（近畿版）　外　購入の支出について
19,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道着（集約物品）購入の支出について
33,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 金工用ドリル刃　外　購入の支出について
9,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介　印刷の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替工事の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話機・局線ポート修繕工事（夜間学級）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 煙感知器取替工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 クラブハウス１階扉ガラス入替緊急補修の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具取換補修工事の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館１階　男子トイレ　窓ガラス入替の支出について
5,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクアンプ修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パソコン修理の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（リソー）修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラブハウス女子トイレ水栓修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂ♭クラリネット他修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒交通費（１０／２３）の支出について
109,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　運搬費とリサイクル料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　運搬費とリサイクル料の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木消毒・薬剤散布業務委託の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニ」公演業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 スズメバチの巣駆除業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書ポルカとオルタンス大冒険外購入の支出について
325,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１４歳からのお金の話」他　購入の支出について
288,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　宇宙兄弟１巻　外　購入の支出について
141,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ナルニア国物語」外の購入の支出について
366,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科　造形芸術系列　講師謝礼金（９月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列　講師謝礼金（９月分）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ファッション工学科３年生実習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
24,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料４月～９月分の支出について
55,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
38,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他の購入の支出について
27,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
17,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大学進路指導用問題集購入の支出について
62,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路アドバイザーのための基礎知識２０１５購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 年鑑「朝日キーワード　２０１６」外８点購入の支出について
24,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「入試対策小論文」外購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料４月～９月分の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路用問題集　及び　図書館用図書　購入の支出について
55,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他購入の支出について
30,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの補修の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託（７～９月）の支出について
177,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料１０月分（１０月２３日）の支出について
60,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 進路用問題集　及び　図書館用図書　購入の支出について
122,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
17,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
42,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど　外購入の支出について
72,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
42,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル一眼レフカメラ　修理の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中学部２年　秋の遠足付添職員入場料１０／２３の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機外購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クロスバー　購入の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館鉄扉補修の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室出入口取替え補修工事の支出について
305,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋内消火栓ポンプ操作盤補修工事の支出について
566,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外防水工事の支出について
373,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備　配線補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階男子トイレ天井漏水補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外部階段ウレタン系塗膜防水工事の支出について
540,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館２階廊下外漏水補修工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室幼児用シャワーパン取付他工事の支出について
659,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメーター購入の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
177,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 油性塗料　購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
9,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
48,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 移動動物園使用料の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｄａｙ　における講師謝礼金の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導用図書「「思考ツール」の授業」外購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍『単元を貫く言語活動』他　購入の支出について
32,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホイール・タイヤセット外購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 社会科授業用卒業レポートにかかる郵便切手購入の支出について
12,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木切れセット外購入の支出について
47,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ他購入の支出について
48,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外購入の支出について
47,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末　他購入の支出について
36,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「算数おもしろ大辞典」購入の支出について
11,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根ほか購入の支出について
58,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル式上皿自動はかり　外の購入の支出について
18,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
39,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
184,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚外購入の支出について
62,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
322,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
766,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸棒　他　購入の支出について
70,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ナトリウム外購入の支出について
14,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ローラーほかの購入の支出について
78,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎのえさ　外購入の支出について
10,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
58,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ　の　購入の支出について
17,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙　外２点購入の支出について
11,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸棒購入の支出について
40,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤ／ＵＳＢ／ＣＤラジオ　の購入の支出について
246,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木介　購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸・外　購入の支出について
38,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
60,598



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス棒ほか購入の支出について
30,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
73,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はんが板の購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙タオル購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
14,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー回収ボックス購入の支出について
5,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用ボール外４点購入の支出について
51,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー　外の購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他購入の支出について
119,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「わくわく理科３年」　外購入の支出について
6,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外の購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外　購入の支出について
64,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープ　外の購入の支出について
170,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
97,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
15,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう外購入の支出について
23,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防音キャップ　他　購入の支出について
93,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（４ツ切）外購入の支出について
89,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動黒板ふき掃除機　外　購入の支出について
299,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬他購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱運搬車外購入の支出について
217,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育用ブロック購入の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽室エアコン修理用部品の購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ購入の支出について
34,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙ねんど２種購入の支出について
47,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
185,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色折り紙ほかの購入の支出について
94,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
14,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字イラストカード　外　購入の支出について
63,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　外購入の支出について
45,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土　外購入の支出について
71,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たこ糸外の購入の支出について
27,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液　外の購入の支出について
37,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞（７～９月分）購読料の支出について
12,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札プレート外購入の支出について
24,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外の購入の支出について
75,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外購入の支出について
97,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ水漏れ補修の支出について
11,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階窓ガラス破損修理の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階３年１組窓ガラス入替工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
7,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室配膳窓ガラス補修の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門補修工事の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス　入替の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウサギ小屋撤去工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排水管通貫工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室浴室暖房乾燥機修理の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
27,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン外修理の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デスクトップパソコン修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理請負の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大プリンター修理の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫家電リサイクル運搬料他の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫家電運搬料及び冷蔵庫家電リサイクル料の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費　１０／２６の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫家電リサイクル運搬料他の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫家電運搬料及び冷蔵庫家電リサイクル料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機刃砥ぎの支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除剤散布及び注入　業務委託の支出について
274,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝土砂上げ業務委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
78,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂前土砂除去業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木消毒・剪定　業務委託の支出について
37,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）借入の支出について
88,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
68,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　他購入の支出について
109,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱運搬車外購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「悪い本」他　購入の支出について
135,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「とべバッタ」外の購入の支出について
109,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
351,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　どうぶつがっこう　外　購入の支出について
68,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かさじぞう」外購入の支出について
381,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こわ～い都市伝説」全５巻ほか購入の支出について
12,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「さがしています」外の購入の支出について
96,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「百科事典ポプラディア」購入の支出について
89,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女の絵本　他」購入の支出について
284,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書おはなしりょうり教室外購入の支出について
329,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「伝統行事がわかる図鑑」外購入の支出について
379,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 携帯用丸のこ盤技能教習　受講料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業特別教育受講料外の支出について
12,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業講習外受講料の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーミット外購入の支出について
52,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ消耗品　購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外２０点の購入の支出について
112,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジカセ外の購入の支出について
31,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒薬　外　購入の支出について
9,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機交換紙パック他購入の支出について
17,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクスタンド　他　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
123,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
27,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具外の購入の支出について
41,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
36,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
444,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール洗浄促進剤　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書教材購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーセロファン外の購入の支出について
23,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
9,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕外購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校教科用図書購入の支出について
14,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　図書館管理ソフト　外　購入の支出について
229,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「書き込み式漢字検定問題集」外　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
45,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークケース　他　購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
33,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄丸釘外購入の支出について
190,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス用試合球　外購入の支出について
37,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス修理の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室床改修工事の支出について
282,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北門側溝設置工事の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送室ワイヤレス機器修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ティンパニ修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会物品運搬料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料外の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「和算」他７１点購入の支出について
267,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー外特別講習受講の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外（集約物品）購入の支出について
7,776
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
38,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼薬外購入の支出について
84,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー他購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入りクリヤーホルダー購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 豚腎臓購入の支出について
4,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 偏光フィルム外購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナ　購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏ほか購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グロースタータ購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールカッティングフィルム外購入の支出について
12,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬外の購入の支出について
27,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台中幕引割り補修の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪府生徒研究発表会にかかる参加生徒交通費の支出について
48,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機廃棄運搬料　外の支出について
1,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 カラーコーディネーター検定試験料（１０／２３）の支出について
22,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機廃棄運搬料　外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界最強の商人」他の購入の支出について
204,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「天空の蜂」ほか購入の支出について
81,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「わたしの器あなたの器」外図書館用図書購入の支出について
77,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「煙霞」外の購入の支出について
55,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外　購入の支出について
178,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
21,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シリカ電球の購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 聴能検査室　照明器具取替工事の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　固定釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 非常用投光器　購入の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「お月さまってどんなあじ？」外購入の支出について
260,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球用サポート＆ネット　ほか　購入の支出について
44,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料他の購入の支出について
72,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードディスクの購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
722,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 角印購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセの購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日本全図外購入の支出について
163,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大型色板外６点購入の支出について
324,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤデッキほか購入の支出について
41,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
155,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パーテーションの購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場手洗場行仕切弁漏水修理工事の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 バスケットゴール昇降機補修工事の支出について
336,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー配線補修工事の支出について
148,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇補修工事の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台照明器具取替工事の支出について
204,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インテリア・アパレル科職員準備室空調機設置工事の支出について
633,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン購入の支出について
287,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯乾燥機　購入の支出について
94,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育用　絵本の購入の支出について
23,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
127,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 網戸取り付け工事の支出について
133,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育付添職員入場料（１０／２７）の支出について
2,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 収納ボックス　購入の支出について
5,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師への報償費の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師への報償費の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師への報償費の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師への報償費の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「盲導犬とのふれあい」の講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師への報償費の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習　講師記念品購入（１０／２６）の支出について
22,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
37,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトラダートレーニングロープ　他購入の支出について
105,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット包帯外購入の支出について
8,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
76,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
31,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液の購入の支出について
29,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
238,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
32,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 後期用国語指導書　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外購入の支出について
194,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース　外購入の支出について
88,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀外購入の支出について
111,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
68,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具外購入の支出について
22,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器　外　購入の支出について
27,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス製ザル購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス超厚手他購入の支出について
100,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外　購入の支出について
134,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ外の購入の支出について
22,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外　購入の支出について
46,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り器　外の購入の支出について
62,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット型パソコン購入の支出について
334,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 種・苗外購入の支出について
36,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
35,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
231,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター購入の支出について
65,718
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書購入の支出について
29,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タスキ　他　購入の支出について
37,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒューマンライツ購読料（４月～９月分）の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
99,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「音声言語活動シリーズ」の購入の支出について
7,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
88,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国際理解教育における実習材料代（１０／２７）の支出について
1,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性ポスターカラー　外の購入の支出について
13,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
91,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
201,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育フォーラム購読料（４月～９月分）の支出について
4,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他　購入の支出について
161,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
20,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
9,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根、凧作り材料購入の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　一学期印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ照明スイッチ修繕工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門扉丁番補修工事の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　換気フード塗装工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年２組　ガラス窓補修工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室実験台配管補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂　放送設備修繕の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜の修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０・２７の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費（１０／２７）の支出について
15,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足にかかる参加児童交通費の支出について
14,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
19,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
38,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／２７の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費及び観覧料の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／２７）の参加児童交通費の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電話交換機プログラム設定の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 インフルエンザ予防接種に係る経費（１０／２７）の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝泥上げ業務委託の支出について
367,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１０／２７の支出について
6,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童観覧料（１０／２７）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（１０／２７）の参加児童交通費の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費及び観覧料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年分円明水利組合水路使用料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教室用オルガン外購入の支出について
365,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶ディスプレイ購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ばけものつかい外２９点の購入の支出について
93,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いなばのしろうさぎ」外購入の支出について
176,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あいうえおパラダイス」外購入の支出について
355,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書お笑いコミュニケーション他購入の支出について
377,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接安全講習　受講料の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 反戦平和教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生コンクリート　購入の支出について
50,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム円盤他購入の支出について
43,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜他購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 待針　外　購入の支出について
18,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料ニスの購入の支出について
11,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
65,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「冊子」高校入学案内一覧２０１６近畿版外購入の支出について
25,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土の購入の支出について
41,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
65,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ　他　購入の支出について
24,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外　購入の支出について
8,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球　外　購入の支出について
10,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ正しく知る！二次性徴Ｑ＆Ａ外購入の支出について
53,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
109,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎３階身障者用便器漏水補修の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール目洗用止水栓漏水補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポーツタイマー修理の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ外修理の支出について
68,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫収集運搬料　外の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会用品運搬の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 インフルエンザ予防接種に係る経費（１０／２７）の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫収集運搬料　外の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 英語検定検定料の支出について
169,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 春日出運動場使用料１１・１２月分（１０／２６）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「猫ピッチャー１」外購入の支出について
286,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
114,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレス拡声器　外買入の支出について
192,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
844,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械棟男子便所節水器不良　外修繕の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＣＡＬＬシステム修繕の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気電子工学科分電盤内小型タイマー修繕の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＲＺ６３０）修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 英語検定試験の受験料（１０／２６）の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 空調室内機フィルター洗浄清掃業務委託の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査の業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 クリスマスツリーセットの購入の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アーク溶接特別講習受講料の支出について
1,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール模造紙外の購入の支出について
12,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューターの購入の支出について
135,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 アーク溶接特別講習受講料の支出について
19,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
194,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 算数授業用電卓（４１台）購入の支出について
32,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 旗棒　購入の支出について
26,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食室照明器具　購入の支出について
76,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生種子購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　他購入の支出について
34,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
73,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 悪質商法対策教材　購入の支出について
9,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室スピーカー配線補修工事の支出について
96,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館３Ｆ男子便所他補修工事の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フロアシート巻取器　購入の支出について
76,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校長戦略予算（異文化交流）に係る講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 二輪スクーター外購入の支出について
33,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水菜（苗）外４件購入の支出について
9,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 親子野菜苗植えの土、ブロッコリー苗購入の支出について
15,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添教職員入館料（１０／２７）の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 保健体育科授業研修にかかる講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ８・９月分実習講師謝礼の支出について
42,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語教室にかかる講師謝礼金（９／１４）の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語教室にかかる講師謝礼金（９／２５）の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族ふれあい学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教育（１０／６）にかかる講師謝礼の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科指導にかかる講師謝礼金の支出について
126,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年生外国人教育授業講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ホワイトボードミーティング研修にかかる謝礼金の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科指導にかかる講師謝礼金の支出について
58,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動実施用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語教室にかかる講師謝礼金（１０／５）の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語教室にかかる講師謝礼金（９／２８）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習指導にかかる講師料の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,309,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外の購入の支出について
95,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
19,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙他購入の支出について
96,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙　外　購入の支出について
22,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
86,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読プリント　購入の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板他購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「くりかえし漢字練習プリント」外購入の支出について
26,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸形蛍光ランプ外購入の支出について
12,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用はさみ　外購入の支出について
61,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
95,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　外　購入の支出について
47,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書あたらしいこくご下巻外購入の支出について
188,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
44,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 警備用セットキー購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子作り体験学習にかかる材料購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
113,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布たわし外購入の支出について
31,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書（後期用）購入の支出について
13,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長なわ　外購入の支出について
139,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　スイセン外購入の支出について
12,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙　外　購入の支出について
52,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用後期指導書購入の支出について
217,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる肥料等の購入（１０／２８）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン立奏スタンド外　購入の支出について
32,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外の購入の支出について
35,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板外購入の支出について
185,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
17,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表外５点購入の支出について
71,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ　外　購入の支出について
24,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
96,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙テープ　外　購入の支出について
59,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッター外購入の支出について
38,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水道用パイプ購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
95,644
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切　色画用紙　他　購入の支出について
30,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
48,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｓ字フック購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字ドリル他購入の支出について
17,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
14,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン　他　購入の支出について
70,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液外購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　外　購入の支出について
47,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔシャツ外購入の支出について
146,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
48,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外の購入の支出について
209,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋　他購入の支出について
8,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット　外　購入の支出について
97,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 太鼓作り用塩ビパイプ外購入の支出について
50,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂　購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化炭素スプレー　外　購入の支出について
43,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネットほか購入の支出について
47,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
46,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 段ボールカッター　外　購入の支出について
239,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
311,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
12,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
47,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化ナトリウム外　購入の支出について
36,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷箒外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ外購入の支出について
47,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸　他　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 建築用塗料　外　購入の支出について
92,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
84,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　他購入の支出について
51,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスター「いま、どんなきもち？１」外購入の支出について
32,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,563,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室照明器具補修工事の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室床板補修工事の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動遊具塗装工事の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗用ポール補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室間仕切り工事の支出について
588,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洋式大便器詰まり修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂２階出入口扉・舞台下収納扉の補修工事の支出について
134,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子式スターターピストルコード修繕の支出について
2,268
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
120,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
248,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理他の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器修理の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 リソグラフ印刷機ＲＺ６３０修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送装置修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞会にかかる児童交通費（１０／２８，３０）の支出について
30,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習児童交通費入場料３年生　１０月２８日の支出について
28,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫収集運搬料・リサイクル料の支出について
4,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２８の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 演劇鑑賞会にかかる参加児童交通費（１０／２８）の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足にかかる児童交通費（１０／２８）の支出について
9,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 交歓会の案内・手紙郵送用の切手代（１０／２７）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料外の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞会にかかる児童交通費（１０／２８）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫収集運搬料・リサイクル料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料外の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除作業　業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木薬剤散布業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布作業業務委託の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布　業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
125,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ借入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習付添職員入場料３年生　１０月２８日の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習児童交通費入場料３年生　１０月２８日の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行付添職員入場料（１０／２９）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大判プリンター購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 得点板外購入の支出について
162,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーソナルコンピューター　外　購入の支出について
215,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 接着剤外購入の支出について
117,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グロッケン立奏スタンド外　購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きいろいばけつ」外購入の支出について
303,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「３びきのくま」外の購入の支出について
92,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「のはらうた１」他購入の支出について
367,485
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 例解小学国語辞典第六版ワイド版　購入の支出について
157,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「森は読んでいる」外購入の支出について
82,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー外購入の支出について
28,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工芸うるし外の購入の支出について
28,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールかご　外購入の支出について
60,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両刃のこぎり替刃　外　の購入の支出について
58,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
14,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（集約物品）購入の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一上」外購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
32,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　購入の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,816,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機受け木外購入の支出について
92,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーワックス購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
218,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転いす用キャスター　購入の支出について
12,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
2,333,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー　外　購入の支出について
28,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用スポーツラインパウダー購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角椅子購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機　外　購入の支出について
45,241

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンコートパネル　購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ線　外　購入の支出について
29,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易型圧着ペンチ　購入の支出について
13,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
17,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モニター付インターホン増設親機　外　購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
206,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「高校入学案内一覧」他購入の支出について
34,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムヘッド外の購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏　外購入の支出について
65,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外　購入の支出について
25,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（ラインパウダー）購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テントサイドフレーム　外購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　ほか　購入の支出について
50,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液状紙ねんど　購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 普通紙ロール外購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外　購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階武道場ガラス補修工事の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ピロティ竪樋支持金具補修工事の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関フロアヒンジ修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 暗幕修理の支出について
23,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンプ　修理の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
120,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子用段差解消機運搬の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓（高所）清掃業務委託の支出について
52,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「打打打団天鼓」（和太鼓）公演業務委託の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
59,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板の購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 普通紙ロール外購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両刃のこぎり替刃　外　の購入の支出について
51,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モニター付インターホン増設親機　外　購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 刈払機　外　購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書（神様のカルテ外）購入の支出について
335,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「永遠の０」外購入の支出について
97,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「琵琶湖の魚」外購入の支出について
351,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「太宰治の辞書」他　購入の支出について
341,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部　外部指導者講師料の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
99,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色彩検定過去問題集２０１４版外購入の支出について
6,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 風邪薬外購入の支出について
10,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル外購入の支出について
38,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 はがき用紙外の購入の支出について
49,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インキカートリッジ他の購入経費の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｃ形鋼　外購入の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤデッキ購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＣＡＬ１教室空調機修理の支出について
31,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台バック幕の修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアーブラスト機修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校案内冊子送付にかかる出荷料（１０／２７）の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２７年度前期卒業証書揮毫の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 理療科　現場実習講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 肢体不自由部門高等部研修会講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 報償費　報償金 肢体不自由部門小学部研修会講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　外　購入の支出について
200,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 板ダンボール外購入の支出について
196,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 マジックテープ外購入の支出について
15,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外購入の支出について
41,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関開錠ボタン取替工事の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部４年体験学習に伴う付添職員入場料の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
3,607,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 立体模型　他　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 立体構成説明器他購入の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス固定かまど用木ブタ　外　購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード外購入の支出について
23,436
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外（集約物品）購入の支出について
209,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子ステープラ外購入の支出について
48,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ユニットカラーマット　購入の支出について
15,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チューバスタンド　購入の支出について
10,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソーラー電卓外購入の支出について
47,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外（集約物品）購入の支出について
1,940,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
423,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 砂場整備工事の支出について
277,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場　スピーカー配線取付工事の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ギャラリー排煙窓装置取替工事の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ屋外会所及び配管詰り修理の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階職員室・教室系統室内機分解洗浄作業の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階化学実験室立形自在栓出流修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン設備　補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽Ｆ号定水位弁取替工事の支出について
159,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンドバックネット修理の支出について
118,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井シーリングスポットライト補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用複合受信機取替工事の支出について
864,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館暗幕カーテンレール取替工事の支出について
173,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
96,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セフティマット　外　購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機　外（集約物品）購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダーの購入の支出について
118,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 優勝旗の購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
26,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 社会科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
10,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開授業研究会および講演会にかかる講師謝礼金の支出について
77,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校社会科研究協議会研究大会資料代の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
648,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教材「ＤＶＤでフォニックス①」外購入の支出について
357,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
23,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末　外（仕様書）購入の支出について
402,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 大会参加費（１０／２８）の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本音楽教育研究会全国大会参加費　１０／２９の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 朝鮮文化の学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導（１０月）にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年和太鼓演奏学習講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習（盲導犬）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼（１０／１分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼（１０／１分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
15,600



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語教室にかかる講師謝礼金（１０／１３）の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 保健教育授業研究会における講師謝礼金の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 作文教育研修会講師謝礼の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習（稲刈り）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習（韓国・朝鮮の文化を知る）講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「平和教育」にかかる講師謝礼１０／１４の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科研修会にかかる講師謝礼金の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動実施用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ９月高学年英語指導にかかる講師料の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
11,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼　９／２８分の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼　１０／６分の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童理解研修会用講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい巡回指導にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話の会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリングワイパー用取り替えシートほか購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多機能表示器　外購入の支出について
382,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アンプ内蔵スピーカー外購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
114,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液　購入の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
345,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 風船　外　購入の支出について
20,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
363,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
53,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
345,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか購入の支出について
80,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外購入の支出について
36,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
165,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
38,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディータイマーの購入の支出について
42,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳躍板　購入の支出について
106,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外　購入の支出について
88,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽外の購入の支出について
10,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂塗料　他　購入の支出について
36,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
332,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
17,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布剤外購入の支出について
15,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 極薄手袋　外購入の支出について
46,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール外購入の支出について
84,888
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館４階　窓　補修の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス修理の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２号館３階廊下雨漏り補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館１階外壁補修工事の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫修理の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
388,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
22,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年美術鑑賞にかかる児童交通費（１０／２９）の支出について
13,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費及び見学料（１０／２９）の支出について
16,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物運搬にかかる経費の支出について
283,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２９）の支出について
19,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２９）の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査委託業務の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 落語寄席体験業務委託の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年体験学習（１０／２９）見学料の支出について
15,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 幼小連携交流に伴う材料借上げ使用料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴う引率教職員見学料（１０／２９）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学参加児童交通費及び見学料（１０／２９）の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １１月分左専道運動場使用料（１０／２８）の支出について
186,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぶつがっこう」外購入の支出について
34,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「昆虫の世界サバイバル①外」購入の支出について
377,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　しずくのぼうけん外購入の支出について
93,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 部活動講習会にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
192,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 華道体験にかかる生け花セット購入（１０／２９）の支出について
59,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッドの購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　外購入の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
320,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
109,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 調整戸車　外　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　大型液晶ディスプレイ他購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子　大阪府公立高校入試過去問題集他購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外２点の購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
470,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
24,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板材（桂材）外　の購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アッテネータユニット購入の支出について
5,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（全判）外の購入の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
275,724
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 旗ポール基礎及び組立設置工事の支出について
844,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 緞帳レールワイヤー取替補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 レピーター（中継器）の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 第２グランド　スピーカー修理の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除薬剤散布業務委託料の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞『狂言』公演　業務委託の支出について
361,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 下福島グランド使用にかかる使用料（１０／２８）の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　大型液晶ディスプレイ他購入の支出について
232,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「歴史が変わったあの一瞬」外　購入の支出について
352,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「舟をつくる」　外購入の支出について
349,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解小学国語辞典」外購入の支出について
316,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 第６６回全日本中学校長会研究協議会　参加費の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
228,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光概論講座」実施に伴う講師報償金の支出について
38,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 土曜学習室実施に伴う講師報償金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
132,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングシート外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔシャツ用インク他美術材料購入の支出について
20,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙（集約物品）購入の支出について
101,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
38,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
11,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「流」外の購入の支出について
3,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 美術室準備室出入口および中扉鍵交換修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「流」外の購入の支出について
312,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「岳飛伝１４」他購入の支出について
174,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
89,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書（仕様書）購入の支出について
871,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
32,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 えのぐ　外　購入の支出について
155,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙（集約物品）購入の支出について
111,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部６年　付添職員ボーリング貸靴料１０／２９の支出について
2,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 歯鏡他　購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 発表板　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
154,629

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 運動用訓練ボール　外　購入の支出について
117,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　バスケットボールゲームシャツ購入の支出について
79,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え補修工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室扉取替工事外の支出について
474,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室グリストラップ及会所通管工事の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス漏れに伴う配管改修工事の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入れ替え工事の支出について
27,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館南側屋外手洗場通管工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新校舎内線電話増設工事の支出について
505,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地上デジタル・校内変調器設置補修工事の支出について
220,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 換気口（体育館、格技室）取替工事の支出について
564,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室漏水及び排水管詰り補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽ボールタップ漏水補修工事の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階廊下雨漏り補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水ポンプ他補修工事の支出について
562,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館校舎屋上手すり補修工事の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 講堂渡り廊下照明スイッチ設置工事の支出について
98,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 歯鏡他　購入の支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 園芸用三脚脚立購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
12,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
25,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スポーツライン購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
4,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
122,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,707,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フィンガーシンバル　外　購入の支出について
16,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットパソコン　購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 サーモインク外購入の支出について
277,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
17,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
27,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第７２回日本授業ＵＤ学会東京支部定例会参加費の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
269,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンシル版画　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外の購入の支出について
123,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根購入の支出について
17,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
120,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　他購入の支出について
51,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
98,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
99,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
103,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典の購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
61,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 力学実験用おもり他９点購入の支出について
53,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗いせっけん液外購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験活動（環境学習）にかかるＥＭだんご材料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルマット他　購入の支出について
94,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
80,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
128,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝　購入の支出について
216,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインク外購入の支出について
45,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
16,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
10,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
127,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 杭　外の購入の支出について
56,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
65,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ短柄ほうき　外購入の支出について
69,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジの購入の支出について
52,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンプリンター用インク他購入の支出について
181,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土　外購入の支出について
29,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペンインク　外購入の支出について
17,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保護パッド　外購入の支出について
23,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根外購入の支出について
32,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ほうき外１点購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき　外購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアたたみ　外購入の支出について
209,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　外　購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　購入の支出について
49,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うちわ（白無地）　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドゴルフ講師記念品購入（１０／２９）の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画版　購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンデンサー外購入の支出について
10,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根　ヒヤシンス外の購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　外の購入の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
24,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん　購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用紙粘土外購入の支出について
54,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外購入の支出について
129,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙他　購入の支出について
29,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
820,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
241,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外の購入の支出について
21,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙外の購入の支出について
45,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
281,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
252,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙他購入の支出について
63,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
33,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外４点の購入の支出について
76,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ箱　他　購入の支出について
98,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
891,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード　他　購入の支出について
45,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
489,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外　購入の支出について
325,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
70,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
402,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
298,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
174,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
18,252
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外の購入の支出について
53,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
665,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４切色画用紙他購入の支出について
81,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン　購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八つ切り画用紙外購入の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タワシ他購入の支出について
88,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
85,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
77,438,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室床補修工事の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門電気錠交換修理の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 畳補修工事の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明補修工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具　取替工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球フェンス取替工事の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プール非常階段手摺及び鉄製扉塗装補修の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地・ラインテープ腹替えの支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫　修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット補修の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 メガホン修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
18,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー修繕の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耕運機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー　修理の支出について
17,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
6,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳外購入の支出について
23,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛肉外購入の支出について
33,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用生むき海老外購入の支出について
237,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／３０）の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年交流会にかかる参加児童交通費１０／３０の支出について
97,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 演劇鑑賞会にかかる参加児童交通費（１０／３０）の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞会にかかる児童交通費（１０／３０）の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／３０）の支出について
122,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／３０）の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童交通費（１０月３０日）の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
23,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費　１０／３０の支出について
3,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料　外の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 講堂舞台暗幕清掃の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定・伐採業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎敷地内草刈作業に係る業務委託の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
55,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
40,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／３０）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 赤毛氈　購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タイルマット他　購入の支出について
119,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パソコンプリンター用インク他購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ことばあそびえほん」他購入の支出について
344,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
398,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「８月６日のこと」ほか　購入の支出について
289,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「総合百科事典ポプラディア」外購入の支出について
368,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はこぶ」外の購入の支出について
32,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「けん玉」外購入の支出について
107,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ゆうやけカボちゃん・外購入の支出について
285,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「都道府県クイズ」外の購入の支出について
329,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宮沢賢二のおはなし」外購入の支出について
151,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「最新リサイクル工作図鑑」他購入の支出について
387,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「仕事の図鑑」他　購入の支出について
97,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タンポポのずかん」他　購入の支出について
176,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性絵具　外購入の支出について
92,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックス購入の支出について
263,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ刃外購入の支出について
99,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
23,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外購入の支出について
4,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 民族楽器他購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
59,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
241,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 　ポータブルＨＤＤ　外　購入の支出について
24,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールほか購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用ボール　外購入の支出について
52,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
132,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源装置用バッテリー購入の支出について
19,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
735,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
227,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
50,519
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタイマ　外　購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石防止剤　他　購入の支出について
107,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭に係るお茶菓子他購入（１０月３０）の支出について
23,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
764,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 個人情報保護スタンプほか購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハサミ　外　購入の支出について
81,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内電動バスケットゴール用送信機　外購入の支出について
150,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
163,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングラダー外購入の支出について
25,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
93,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
586,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか購入の支出について
6,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
122,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　外　購入の支出について
72,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
1,672,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇の購入の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外購入の支出について
117,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外　購入の支出について
41,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
416,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室電話配線張替補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台下火災報知器等緊急電気工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門スライド門扉補修工事の支出について
124,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ベルトサンダー修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室パソコン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
35,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂モニタースピーカー　修理の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育タイマー修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 木製リコーダー修理の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用食パン外購入の支出について
72,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用クロワッサン外購入の支出について
9,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用若鶏むね肉外購入の支出について
53,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用オレンジ外購入の支出について
196,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用牛乳購入の支出について
12,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用果実入りゼリー外購入の支出について
15,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 給食用焼おにぎり外購入の支出について
214,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「打打打団　天鼓」公演業務委託の支出について
290,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 福島区民ホール使用料（１０／３０）の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入場料（１０／３０）の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
303,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防犯カメラの購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタイマ　外　購入の支出について
123,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「蒼天見ゆ」外　購入の支出について
134,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『謎解き広報課』　他　購入の支出について
143,460
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「角川最新漢和辞典」購入の支出について
86,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　夏の朝　外　購入の支出について
339,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
59,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 過酸化水素水　外の購入の支出について
10,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスミガキ丸棒外購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 造園用三脚他の購入の支出について
32,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン外購入の支出について
109,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
227,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
79,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
74,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード他の購入の支出について
31,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
94,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
15,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 補充式スタンプ他の購入の支出について
30,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性ツヤ出しニス　外の購入の支出について
9,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
405,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２体育館床金具用天板取替修理の支出について
12,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機の修理の支出について
38,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 温水ボイラー修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーネット支柱巻取器取替修理の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大型バス借上げの支出について
112,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 色和紙外購入の支出について
151,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書（仕様書）購入の支出について
582,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用紙　外　購入の支出について
140,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外（集約物品）購入の支出について
24,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外（集約物品）購入の支出について
16,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（集約物品）購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　購入の支出について
4,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品　購入の支出について
34,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 たこ糸外購入の支出について
6,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 タオル　他　購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　購入の支出について
4,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外（集約物品）購入の支出について
107,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,651,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇開口枠取替工事の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 小学部１～３年秋の遠足付添職員入園料１０／３０の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターセット外購入の支出について
399,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター購入の支出について
32,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議用テーブル　外　購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車他購入の支出について
75,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フタ付片手鍋の購入の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紅白幕購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 走り高跳び用スタンド　外（集約物品）購入の支出について
120,366
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パイプテント用パイプ　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ベンチの購入の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル温度計外購入の支出について
140,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶　購入の支出について
4,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上糸のこ盤　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットシート　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外（集約物品）購入の支出について
211,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消毒盤購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生化成肥料購入の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー　購入の支出について
60,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球防具セット　他　購入の支出について
46,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 湯沸しポット３．０Ｌ購入の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 石臼の購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機（業務用）　購入の支出について
23,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気分解装置　外　購入の支出について
28,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂雨漏補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室の空調機取替工事の支出について
981,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３階手洗い場天井漏水補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東グラウンド男子便所大便器取替補修工事の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 非常用放送設備取替工事の支出について
988,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １年３組教室の窓ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーターホール漏水補修工事の支出について
891,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東校舎教室床改修工事の支出について
965,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館　舞台幕・舞台下扉　補修工事の支出について
186,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎外部給水管漏水修理の支出について
234,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消火管漏水補修工事の支出について
245,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場手洗場水栓金具取替補修の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館１階女子更衣室　格子取付工事の支出について
126,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学園エアコン水漏れ補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 大便器取替補修工事の支出について
54,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎２階吹抜け屋上防水改修工事の支出について
982,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯カメラ増設工事の支出について
466,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 布団収納庫　外　購入の支出について
219,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡用ＵＳＢカメラ購入の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
66,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バンドソー購入の支出について
260,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミュージックデータープレーヤー　購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 キーボード　購入の支出について
43,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　外（集約物品）購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
30,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,422,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 日除けシート取り付け工事の支出について
75,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 窓ガラスの入れ替えの支出について
15,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 給茶機の補修にかかる経費の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
79,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
158,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 生徒理科研究まとめ冊子の印刷の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 プロジェクタ用脚付ホワイトボード購入の支出について
357,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
10,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「安全なくらし」講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年理科学習における講師謝礼の支出について
16,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 発達障がい児自立支援事業実施に伴う講師謝礼の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
22,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤　外　購入の支出について
61,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストロー　外　購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
18,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
83,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かぞえ棒外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋外購入の支出について
8,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬ラック外購入の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト外購入の支出について
168,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる実習材料購入（１０／３０）の支出について
11,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパッド外購入の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根外購入の支出について
25,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
384,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　他　購入の支出について
86,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　外　購入の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤購入の支出について
5,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外３点購入の支出について
16,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料他購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室経営用物品「手洗い石けん」他の購入の支出について
19,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジの購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス　他　購入の支出について
41,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノースポールの苗外購入の支出について
12,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外１点購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育用図書「げんきをつくる食育えほん」他　購入の支出について
37,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか　購入の支出について
43,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　外購入の支出について
29,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画ハンガー　外　購入の支出について
87,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーはちまき　外　購入の支出について
91,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館管理ソフト　他購入の支出について
222,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途接着剤ほか　購入の支出について
44,610
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒートポンプ部品「強化ガスホース」外購入の支出について
8,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール　外　購入の支出について
11,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習教材「わくわく漢検」購入の支出について
340,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー購入の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
65,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマジック手袋　外購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「新しい算数」外購入の支出について
299,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の保存液　外購入の支出について
24,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
97,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
22,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スペアインク外購入の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　国語　１下　外購入の支出について
393,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マジック　外８点購入の支出について
138,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外２点購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大コピー機インクタンク購入の支出について
220,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
125,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
49,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　他　購入の支出について
51,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム外　購入の支出について
143,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,443,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外購入の支出について
58,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語教材用「ＣＤ」他の購入の支出について
59,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
20,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
879,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン書庫　購入の支出について
15,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
74,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板外購入の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン他　購入の支出について
243,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜用混合培養土　購入の支出について
15,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外購入の支出について
113,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーンホルダー　購入の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内消火栓用ホース　購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイケーブル外購入の支出について
192,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋他購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
44,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
31,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス交換の支出について
11,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス補修工事の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階行事用倉庫窓ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス割替え工事の支出について
9,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉鍵交換補修工事の支出について
38,880



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子入替補修工事の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室入口扉ガラス入替補修の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室アース付コンセント補修工事の支出について
19,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門東側門扉修理工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
215,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管機修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室戸鎌錠交換修理の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室（４－２）オルガン修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸鋸機修理の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小型湯沸器修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミキサーアンプ修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇シロッコファン修理の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 図工室改修に伴う重量物運搬の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生秋の写生会にかかる児童交通費（１１／２）の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 増改築移転に伴う重量物運搬業務委託の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１１／２）の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（１１／２）の支出について
16,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,236,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１１／２）の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
167,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定の業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 防虫（毛虫）作業業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「アラジンと魔法のランプ」業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「音楽鑑賞会」公演業務委託の支出について
298,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
141,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板　購入の支出について
383,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル得点板　購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書館管理ソフト　他購入の支出について
170,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 芝刈機　購入の支出について
137,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニサッカーゴール　購入の支出について
236,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「へんしんシリーズ」外購入の支出について
167,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「例解学習国語辞典」外　購入の支出について
179,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちがうねん」ほか購入の支出について
312,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「すってんころりん」外　購入の支出について
389,735
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「画本　宮澤賢治」ほか購入の支出について
352,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
75,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯外購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿ブロード　外　購入の支出について
22,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舞台バック幕、他購入の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
48,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道竹刀立　購入の支出について
15,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
90,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外　購入の支出について
58,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
7,938,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用　押え桟　外　購入の支出について
22,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水圧感知器用ゴム膜外の購入の支出について
61,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ袋　外購入の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウキ外購入の支出について
84,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　外　購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　他購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレコーナー用脱臭ポリ袋外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 同軸延長器・送信器　外　購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　　購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自学自習用教材購入の支出について
86,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピストンバルブ外購入の支出について
17,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
223,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール、他購入の支出について
15,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙ほか購入の支出について
86,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グリップテープ購入の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用絵の具　ほか　購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
18,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ外　購入の支出について
47,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチミニサッカーゴール　外　購入の支出について
94,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メディシンボール外購入の支出について
31,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご」外　購入の支出について
20,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルの購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン　外の購入の支出について
67,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公立高等学校２０１６年度受験用赤本　外購入の支出について
22,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 捕手用マスク　外の購入の支出について
50,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
29,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー排水管補修工事の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス　入替工事の支出について
18,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外掲揚旗用ポールロープ取替工事の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １・２号館渡り廊下及び給湯室雨樋補修工事の支出について
77,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ガラス入替工事の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 パソコン教室照明器具補修工事の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス入替工事の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ハーモニーディレクター　外　修理の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ロールスクリーン（本体）修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 掲示板張替修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドスピーカー修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,230,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
21,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
23,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
96,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　手数料の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「金管５重奏」公演業務委託の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１１月分（１０／３０）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
183,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機　購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 同軸延長器・送信器　外　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 舞台バック幕、他購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　ノートパソコン購入の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮台　外　購入の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチミニサッカーゴール　外　購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用書籍「学校図書館イラストブック」外購入の支出について
347,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「未来をつくる君たちへ」の支出について
224,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 １年英語科サマーセミナーにかかる講師謝礼の支出について
10,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国大学・短期大学推薦入試年鑑　外買入の支出について
59,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,415,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳　買入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
84,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朱墨液他の購入経費の支出について
22,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
40,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ステージ幕ハンドル歯車補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷凍冷蔵庫修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
481,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
136,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習受講料の支出について
14,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 益子陶土外購入の支出について
37,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書（仕様書）購入の支出について
485,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外（集約物品）購入の支出について
76,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
797,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 空調設備部品購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 図書室用図書　絵本はだしのゲン外購入の支出について
104,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　消耗品費 表示灯外購入の支出について
11,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場放送補修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子キーボード修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
151,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル回収料　外の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル回収料　外の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 委託料　委託料 講堂舞台装置及び舞台照明設備保守点検業務委託の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
24,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットゴール外購入の支出について
184,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　絵本はだしのゲン外購入の支出について
252,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 事業資金（１１月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　外（集約物品）購入の支出について
188,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
10,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議室用ブラインド外購入の支出について
111,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他　購入の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オープン書庫　購入の支出について
15,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平机　外購入の支出について
213,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テフロンミニバット購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育用カホン、算数教材購入の支出について
53,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
19,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 色覚検査表　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　他　購入の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ギター　外　購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用肥料　他購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 担架　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オープン書庫　購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テープ図説明器　外購入の支出について
160,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　　アルニコＵ型磁石の購入の支出について
9,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ハンマ　外　購入の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校内作業用物品「電気丸のこ」の購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇不良部撤去工事　の支出について
992,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎（本館）雨樋補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫補修工事の支出について
680,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室・印刷室コピー機ＬＡＮ設置工事の支出について
71,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂棟図書室及び家庭科室漏水補修工事の支出について
896,400



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館製図実習室屋上防水工事の支出について
810,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール塗装補修工事（側面）の支出について
956,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ピロティ及びトイレ天井の補修工事の支出について
178,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 観察池排水管修繕工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館コートライン補修の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
104,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パソコン購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マレット外購入の支出について
192,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器購入の支出について
79,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
128,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
662,550

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月07日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
6,521

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
4,842

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
429,096

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,050

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,704

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,390

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,030

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
4,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
52,370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,060

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
39,038

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
55,552

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
11,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,424

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
10,070

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
440,394

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
32,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
828,152

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,168,790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
2,210

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
13,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
83,384
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
108,212

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
8,344

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
7,300

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
75,810

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
18,020

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
7,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,972

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
80,820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
72,497

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 特別支援学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,481

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（８月分）
13,415

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（８月分）
26,976

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（８月分）
182,494

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（８月分）
313,366

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（８月分）
197,642

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 緊急消防援助隊活動用　初期活動費用に係る経費の支出について（平成２７年度下半期）
1,250,000

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 緊急消防援助隊活動用　初期活動費用に係る経費の支出について（平成２７年度下半期）
8,750,000

消防局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（８月分）
219,269

消防局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（全国消防長会総会等事務担当者会議）
28,840

消防局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（８月分）
7,862

消防局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（８月分）
116,011

消防局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（８月分）
74,149

消防局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局８月分）
2,624

消防局 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（消防局）の支出について（９月分）
8,106

消防局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（８月分）
2,209

消防局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局８月分）
5,000

消防局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局８月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（平成２７年度国際消防救助隊の連携訓練）
38,990

消防局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（９月分）
344,623

消防局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（８月分）の支出について
168,210

消防局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　自動車損害共済費の支出について（2台分）
27,185

消防局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（消防局）の支出について（９月分）
5,468

消防局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　「高圧ガス保安法令例規集追録２３４号ほか１点買入」購入及び経費の支出について
9,417

消防局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（９月分）
20,746

消防局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（９月分）
214,928

消防局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（９月分）
196,466

消防局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（第２井筒マンション・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局９月分）
5,404

消防局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課外５台）の経費の支出について（９月分）
138,239

消防局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（９月分）
73,162

消防局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
3,607

消防局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
3,608

消防局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
7,215

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
137,450

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
74,923

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
20,172

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
1,274

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊継続案内用　はがきの購入及び関係書類の送付に係る経費の支出について
110,424

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
360
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消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
6,320

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
429

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見・藤和ライブタウン八尾南）の支出について（消防局９月分）
5,360

消防局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　２部
1,524

消防局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２７年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
2,560,912

消防局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２７年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
34,892

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用　管外出張旅費の支出について（消防庁への危険物漏えい事故報告）
29,240

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用　管外出張旅費の支出について（第６４回全国消防長会危険物委員会及び同常任委員会）
19,540

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（９月分）
5,352

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（１１月分）
16,347

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター水道料金の支出について（８・９月分）
977,842

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（９月分）
32,400

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎外８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（９月分）の支出について（単価契約）
264,751

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（９月分）の支出について
445,500

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期契約）の経費の支出について（９月分）
604,260

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２７年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（９月分）
372,396

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 全国消防長会消防長研修会用　会議費の支出について（平成27年度全国消防長会消防長研修会　平成27年11月２日開催）
6,000

消防局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局９月分）
25,534

消防局 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 衛生管理者試験用「第1種衛生管理者集中レッスン‘15年版」図書の購入及び同経費の支出について
5,400

消防局 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 衛生管理用雇入れ時健康診断業務委託の実施及び経費の支出について（１回目／全２回）
469,260

消防局 施設課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　生野消防署中川出張所待機室系統空調室外機修理の経費の支出について
334,800

消防局 施設課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
5,171,040

消防局 施設課 平成27年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
797,664

消防局 施設課 平成27年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第２四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（８月分）
270,432

消防局 施設課 平成27年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（８月分）
901,814

消防局 施設課 平成27年10月07日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　港消防署事務室その他改修機械設備工事の前払金の支出について
1,040,000

消防局 施設課 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　阿倍野フォルサ３階防災研修訓練系統空調室外機修理の経費の支出について
551,772

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害活動用　保安帽用所属標識ほか１点（二）の経費の支出について
149,040

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
3,604,619

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（８月分）
208,392

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
1,045,967

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（８月分）
72,502

消防局 施設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　阿倍野消防署浴室その他改修工事費の支出について
1,433,160

消防局 施設課 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　第１種保安帽（銀色）ほか３点の経費の支出について（第１納期分）
967,680

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　西成消防署海道出張所事務室系統空調室外機修理の経費の支出について
691,200

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　階級章の経費の支出について
1,070,128

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服用名札ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
1,259,388

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　制服用名札の経費の支出について（第１納期分）
125,280

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　制服用エンブレムの経費の支出について
317,952

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　階級標示章の経費の支出について
532,224

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　ネクタイ（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
249,480

消防局 施設課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署外４箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
270,000

消防局 施設課 平成27年10月19日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東成消防署１階車庫床改修工事の経費の支出について（完成金）
2,959,120

消防局 施設課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（10月分）
370,734

消防局 施設課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（10月分）
6,200

消防局 施設課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（10月分）
105,024

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　東住吉消防署杭全出張所ホース乾燥台補修工事の経費の支出について
168,609

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度此花消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（９月分）
60,264
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消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
60,696

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署外１箇所エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
201,312

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
61,020

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベータ保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
59,400

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（11月分）
88,500

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 庁舎管理用　特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講料の支出について
14,000

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　住吉消防署万代出張所事務室その他改修電気設備工事の経費の支出について
598,320

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　旭消防署屋上防水改修工事の経費の支出について
7,782,480

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東淀川消防署豊里出張所屋上防水改修工事の経費の支出について
2,272,320

消防局 施設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　西成消防署津守出張所屋上防水改修工事の経費の支出について
2,029,855

消防局 施設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
108,021

消防局 施設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の経費の支出について（第１納期分）
130,507

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボン（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
47,952

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
79,963

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボン（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
740,059

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ａ（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
2,471,126

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　雨衣上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
860,706

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣ズボンの経費の支出について（新規採用者用）（第１納期分）
5,140,800

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣用しころの経費の支出について
3,738,096

消防局 施設課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　防火衣上衣の経費の支出について（新規採用者用）（第１納期分）
5,762,880

消防局 施設課 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　シュレッダーＡほか１点（その２）の購入経費の支出について
74,520

消防局 施設課 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　シュレッダーＡほか１点（その２）の購入経費の支出について
95,040

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
1,650,348

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　冬帽（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
663,336

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員カッターシャツ（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
316,483

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　消防職員短靴（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
523,476

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用消防職員短靴（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
31,428

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動帽（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
257,796

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣（新規採用者用）ほか１点の経費の支出について（第１納期分）
1,390,608

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂ（新規採用者用）ほか２点の経費の支出について（第１納期分）
3,068,928

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　編上靴（新規採用者用）の経費の支出について（第１納期分）
706,860

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度ガス吸収式冷温水機保守管理業務委託料の支出について（２回目／全３回）
2,909,844

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２７年度北消防署ほか７０か所消防用設備等点検業務委託料の支出について（前期分）
1,751,220

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎（西消防署併設）外３箇所エレベーター保守点検業務委託料の支出について（長期継続）９月分
408,024

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（11月分）
21,344

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（11月分）
87,500

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（11月分）
94,500

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　編み上げゴム長靴の経費の支出について（第１納期分）
1,196,640

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（11月分）
18,400

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
34,978

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（藤和ライブタウン八尾南）賃借料の支出について（11月分）
85,000

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（11月分）
100,000

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（９月分）
129,600

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（11月分）
274,000

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（11月分）
7,560

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
13,539

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎（アベリアⅢ）賃借料の支出について（11月分）
80,000

消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　住吉消防署万代出張所事務室その他改修工事の経費の支出について
3,191,400
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消防局 施設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 補償、補填及賠償金　補償金 此花消防署建設工事に伴う街路樹撤去にかかる経費の支出について
91,380

消防局 予防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災燃焼実験用円形台車の購入経費の支出について
95,040

消防局 予防課 平成27年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用　ジエチルエーテルほか１点の購入経費の支出について
51,084

消防局 予防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託の支出について（９月分）
14,643,000

消防局 予防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 防災実技講習事業用　防災実技講習業務委託及び同経費の支出について（９月分）
828,000

消防局 予防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（９月分）
11,934,000

消防局 予防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（８月分９月分・第２回）
23,922

消防局 予防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（８月分９月分・第２回）
9,746

消防局 予防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（８月分９月分・第２回）
19,704

消防局 予防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（８月分９月分・第２回）
18,988

消防局 予防課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（９月分）
853,650

消防局 予防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託及び同経費の支出について（９月分）
149,071

消防局 予防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託及び同経費の支出について（９月分）
8,519

消防局 予防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託及び同経費の支出について（９月分）
17,475

消防局 予防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成27年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務実施経費の支出について（９月分）
7,799,916

消防局 予防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成27年度清掃業務委託及び同経費の支出について（９月分）
38,560

消防局 予防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 火災予防普及用　アンケート郵送料の支出について（９月分）
13,467

消防局 規制課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 規制課研修用　平成２７年度高圧ガス保安法研修受講に伴う管外出張旅費の支出について
28,880

消防局 規制課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　デジタル風速計の購入に伴う経費の支出について
26,136

消防局 規制課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 消防用設備等検査用　加ガス試験器基本点検・校正業務委託に係る経費の支出について
49,680

消防局 警防課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の修繕（２）の経費の支出について
74,520

消防局 警防課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車（ＳＴ１９１）ほか６台ポンプ装置修繕の経費支出について
172,152

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（８月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防艇整備用　消防艇整備用潤滑油の購入に係る経費支出について
171,072

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（９月分）
29,756

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（８月分）
7,062

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｐ３２）の車両整備業務委託の経費支出について（７月分）
12,657

消防局 警防課 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救助強化訓練用　第44回全国消防救助技術大会（水上の部）強化訓練実施に伴う施設使用料の支出について
26,000

消防局 警防課 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　消防用平ホース修理（一）の経費の支出について
522,288

消防局 警防課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費支出について（８月分）
873,977

消防局 警防課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）の経費支出について（８月分）
198,288

消防局 警防課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費支出について（８月分）
2,814,926

消防局 警防課 平成27年10月09日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 警防活動用　強化プラスチックボートの購入経費の支出について
1,810,080

消防局 警防課 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　防爆型携帯無線機用電池パックの買入の支出について
1,240,758

消防局 警防課 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（８月分）
3,240

消防局 警防課 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ２９５）ほか３台の車両整備業務委託の経費支出について（８月分）
95,028

消防局 警防課 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ８１）ほか１台の車両整備業務委託の経費支出について（８月分）
97,719

消防局 警防課 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ１１６）ほか１台の車両整備業務委託の経費支出について　（７月分）
724,219

消防局 警防課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の修繕（４）の経費の支出について
282,960

消防局 警防課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車のバッテリー交換の経費の支出について
47,088

消防局 警防課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車の車体表示書換の経費の支出について
17,280

消防局 警防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度放射線安全管理講習会の受講及び同経費の支出について
30,000

消防局 警防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　トーイングトラクター定期点検整備（２）の経費の支出について
10,044

消防局 警防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託その３（概算契約）の経費支出について（９月分）
51,300

消防局 警防課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 平成２７年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（８月分）
384,339

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（二）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
27,000

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコン等機器（消防局規制課）一式（三）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
22,032
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消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
468,970

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２６年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
655,797

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成23年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
366,683

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　感染防止用紙マスクほか２点の購入経費の支出について
216,972

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防はしご車変速機修繕の経費の支出について
302,246

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２７年度１万分の１精度地図データほか２点借入に係る経費の支出について（９月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２７年度２５００分の１精度地図データ借入に係る経費の支出について（９月分）
1,252,044

消防局 警防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　第５９回大阪府消防大会にかかる報酬の支出について
14,774

消防局 警防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金９月分）の支出について
820

消防局 警防課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（9月分）
280,800

消防局 警防課 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｐ１２７）ほか１台の車両整備業務委託の経費支出について（８月分）
365,044

消防局 警防課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター補修用　エンジン部品ガスケットほか２点の購入及び経費の支出について
63,763

消防局 警防課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料２１台分経費の支出について
224,440

消防局 警防課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　燃料補給車タンク気密検査業務委託の経費支出について
43,200

消防局 警防課 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 警防活動用　移動式空気充填機定期自主検査等業務委託の経費支出について
1,062,633

消防局 警防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料２１台分経費の支出について
23,100

消防局 警防課 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料２１台分経費の支出について
992,600

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供に係る経費の支出について（９月分）
477,090

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（９月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　メール１１９運用サービスの利用料の支出について（９月分）
216,000

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線利用料の支出について（９月分）
429,840

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（９月分）
519,674

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（９月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２７年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費支出について（９月分）
781,593

消防局 警防課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　業務用端末等一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,132,380

消防局 司令課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 大阪市消防出初式用　青色粉ほか３点の購入経費の支出について
364,824

消防局 司令課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器調整器の修理経費の支出について
9,936

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）の経費にかかる支出について
12,836

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）の経費にかかる支出について
3,786

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用　特殊技能講習受講に係る経費の支出について
29,950

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　特殊技能講習受講に係る経費の支出について
473,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 新任教育用　消防教科書「危険物」ほか１５点の購入に係る経費の支出について
919,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月07日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 新任教育用　消防教科書「危険物」ほか１５点の購入に係る経費の支出について
13,197

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）の定期点検整備業務委託に係る経費の支出について
6,480

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校　専科教育　警防科（第98期）受講に係る旅費の支出について
123,290

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校専科教育　警防科（第98期）受講に係る必要経費の支出について
92,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　心肺蘇生用訓練人形(ジャミー)ＡＣアダプタの購入経費の支出について
12,420

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　消防大学校専科教育　警防科（第98期）受講に係る必要経費の支出について
50,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）エアバック修理に伴う経費の支出について
114,588

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　人権問題研修（淀川消防署）に伴う講師報償金の支出について
22,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用充電式電池ほか1点の購入費の支出について
38,124

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 委託研修用　第２級海上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
3,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　第２級海上特殊無線技士養成課程の受講及び同経費の支出について
77,760

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　高度専門教育訓練センター寮棟３階ドア修理に係る経費の支出について
24,300

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　危険物取扱者（乙種第４類）の受験及び同経費の支出について
17,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　第９９回大阪府立消防学校初任教育（７７名分）会費の支出について
4,663,890

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　フィニッシャー用ステープラーの購入経費の支出について
10,044

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
12,020
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費にかかる支出について
116,313

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費にかかる支出について
14,507

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
362,900

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　聴診器ほか１点の購入及び同経費の支出について
37,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託教育用　大阪府立消防学校　第237回専科教育（救助科）受講に係る必要経費の支出について
141,820

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎維持管理用　高度専門教育訓練センター教官室照明器具修理に係る経費の支出について
79,920

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について
159,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に係る経費の支出について
275,400

消防局 北消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯買入経費の支出について
79,110

消防局 北消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶ほか１点買入経費の支出について
120,744

消防局 北消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町予備救急車（Ａ３８４）エアコン修理経費の支出について
15,984

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
19,872

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
10,819

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,650

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,160

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
820

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,074

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
691

消防局 北消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
7,236

消防局 北消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助支援車（ＳＲ３）車載照明装置修理経費の支出について
42,876

消防局 北消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　三角巾買入経費の支出について
102,600

消防局 北消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　南森町出張所事務室空調機修理経費の支出について
59,319

消防局 北消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　インパクトドライバーほか２点買入経費の支出について
80,751

消防局 北消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　大淀町小型タンク車（ＳＴ２９３）電気配線修理経費の支出について
27,000

消防局 北消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 北消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（９月分）経費の支出について
20,781

消防局 北消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
9,010

消防局 北消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯代７月～９月分及び経費の支出について
12,852

消防局 都島消防署 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検（第３期）の追加整備の経費の支出について
8,478

消防局 都島消防署 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検（第３期）経費の支出について
79,920

消防局 都島消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか２点買入経費の支出について
32,130

消防局 都島消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（都島１）修理経費の支出について
18,900

消防局 都島消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,782

消防局 都島消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
6,942

消防局 都島消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
912

消防局 都島消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
8,618

消防局 都島消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
11,861

消防局 都島消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,660

消防局 都島消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（コピー）９月分の支出について
15,580

消防局 福島消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（福島３０）送信不良修理経費の支出について
18,900

消防局 福島消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）６ヶ月定期点検整備業務委託経費の支出について
6,480

消防局 福島消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５２)バッテリー交換経費の支出について
35,640

消防局 福島消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
15,263

消防局 福島消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
246

消防局 福島消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
5,965

消防局 福島消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,213

消防局 福島消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　充電式強力ライト点灯不良修理経費の支出について
30,909

消防局 福島消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器用警報器洩気修理経費の支出について
15,292
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消防局 福島消防署 平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）支出について
14,597

消防局 福島消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 福島消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング経費の支出について（７月～９月分）
4,275

消防局 福島消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ３４)真空ポンプ作動スイッチ交換修理経費の支出について
15,163

消防局 福島消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
12,890

消防局 此花消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　化学車Ｃ２バッテリー交換整備に伴う経費の支出について
69,552

消防局 此花消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車Ａ３５７右ヘッドランプバルブ交換修理に伴う経費の支出について
20,196

消防局 此花消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機此花４５ボリュームつまみ修理に伴う経費の支出について
18,900

消防局 此花消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機此花６０ハンドマイク修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 此花消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
5,807

消防局 此花消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
82

消防局 此花消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
20,044

消防局 此花消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,700

消防局 此花消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　化学車Ｃ７タイヤ交換整備に伴う経費の支出について
192,024

消防局 此花消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞（７月～９月）購読経費の支出について
12,111

消防局 此花消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
14,588

消防局 此花消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）の経費の支出について
5,500

消防局 此花消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
24,320

消防局 中央消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）（本署）
13,150

消防局 中央消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ１８２）三連梯子ロックバー修理に伴う経費の支出について
96,120

消防局 中央消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ゴーグルほか６点買入に伴う経費の支出について
83,052

消防局 中央消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮調査車（CC305）広報車（PI348①）（PI348②）の法定６ヶ月点検整備業務委託に伴う経費の支出について
11,016

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（管理費）
2,435

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（管理費）
3,672

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（管理費）
164

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）（管理費）
3,474

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
8,434

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,780

消防局 中央消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　廃車車両の借入に伴う経費の支出について
36,720

消防局 中央消防署 平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）（本署）
14,479

消防局 中央消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　フライパンほか３点の買入に伴う経費の支出について
42,962

消防局 中央消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　中央消防署上町出張所電気衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
13,176

消防局 中央消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について（上町出張所）
4,733

消防局 中央消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
5,840

消防局 中央消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶ほか１点の買入に伴う経費の支出について
30,240

消防局 中央消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　中央消防署本署3階食堂配管詰まり修理に伴う経費の支出について
23,760

消防局 中央消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５３）後部タイヤ灯及び右前照灯修理に伴う経費の支出について
25,996

消防局 中央消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮調査車（ＣＣ３０５）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
3,369

消防局 中央消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープ買入に伴う経費の支出について
38,880

消防局 中央消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（本署Ａ３５３）左後部スライドドア修理に伴う経費の支出について
10,324

消防局 中央消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（７月～９月）の買入に係る経費の支出について
12,111

消防局 中央消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署東雲出張所２階浴室ドア修理に伴う経費の支出について
86,400

消防局 西消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西消防署 江戸堀出張所 エアコンセンサーの調整に伴う経費の支出について
7,020

消防局 西消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４４）及び広報車（ＰＩ５０３）の定期点検整備業務委託経費の支出について
12,960

消防局 西消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
36,180

消防局 西消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　洗濯機修理に伴う経費の支出について
22,680

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
6,151

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,898
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消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,980

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
600

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,178

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,032

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１５）タイヤ交換に伴う経費の支出について
199,584

消防局 西消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１８）左ドアガラス作動不良の修繕に伴う経費の支出について
39,960

消防局 西消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練に係る訓練車両の借入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 西消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
16,611

消防局 西消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（平成２７年７月～９月分）買入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西消防署 新町出張所 洗面所蛇口修理に伴う経費の支出について
54,540

消防局 西消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
22,982

消防局 西消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について(９月分)
11,540

消防局 西消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　救急隊用毛布・タオルケットの洗濯代（７月～９月分）に係る経費の支出について
12,225

消防局 港消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発用　いきいき防火のつどい会場設営・撤去委託業務経費の支出について
84,240

消防局 港消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用消耗品肩パッドほか３点の買入経費の支出について
54,302

消防局 港消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
2,937

消防局 港消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
1,188

消防局 港消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
420

消防局 港消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
4,104

消防局 港消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
1,836

消防局 港消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１６）前輪タイヤ交換修理経費の支出について
67,824

消防局 港消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞（７月～９月分）の買入経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
7,000

消防局 港消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
13,130

消防局 大正消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　ゴーグルの買入に伴う経費の支出について
13,824

消防局 大正消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理に伴う経費の支出について
30,024

消防局 大正消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
13,612

消防局 大正消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,197

消防局 大正消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
550

消防局 大正消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,776

消防局 大正消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
7,797

消防局 大正消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（泉尾ＳＴ１８１）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
48,384

消防局 大正消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＡＲ２）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
27,000

消防局 大正消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 大正消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
5,500

消防局 大正消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
10,335

消防局 大正消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）経費の支出について
4,212

消防局 天王寺消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　クリアホルダーほか１点買入経費の支出について
24,408

消防局 天王寺消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（８月分）
12,586

消防局 天王寺消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用自動車借入経費の支出について
81,000

消防局 天王寺消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
861

消防局 天王寺消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,456

消防局 天王寺消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
6,048

消防局 天王寺消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,598

消防局 天王寺消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（９月分）
16,593

消防局 天王寺消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩パッドほか２点買入経費の支出について
50,911

消防局 天王寺消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１１）定期点検整備業務委託経費の支出について
10,260
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消防局 天王寺消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
6,310

消防局 天王寺消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車（ＳＴ９１）後輪タイヤ交換修理の経費支出について
57,888

消防局 天王寺消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署自動ドア修理経費の支出について
64,800

消防局 天王寺消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布タオルケットのクリーニング（７～９月分）経費の支出について
12,960

消防局 天王寺消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 天王寺消防署用　市内出張旅費の支出について（広域職員研修「政策形成能力研修」に伴う職員派遣）
1,400

消防局 天王寺消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１１）の車両整備業務委託経費の支出について
33,804

消防局 浪速消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（８月分）
12,327

消防局 浪速消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７６）排気温度センサー修理経費支出について
38,657

消防局 浪速消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ７６）空調修理経費の支出について
22,572

消防局 浪速消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
5,366

消防局 浪速消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
338

消防局 浪速消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
19,329

消防局 浪速消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　単管ほか８点買入経費の支出について
122,083

消防局 浪速消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,000

消防局 浪速消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　脱落防止用フック買入経費の支出について
11,178

消防局 浪速消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１７）６か月定期点検整備業務委託の実施及び経費の支出について
9,720

消防局 浪速消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署シャッター修理経費の支出について
30,240

消防局 浪速消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　電話ファックス機買入および経費の支出について
14,040

消防局 浪速消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浪速消防署浪速出張所脱衣場換気扇修理に伴う経費の支出について
13,500

消防局 浪速消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,710

消防局 浪速消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（９月分）
15,249

消防局 浪速消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１７）の車両整備業務委託の実施及び経費の支出について
1,706

消防局 浪速消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成27年10月01日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用 ロープの買入に伴う経費の支出について
66,960

消防局 西淀川消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８３、ＳＴ１３１）バッテリー交換整備に伴う支出について
71,280

消防局 西淀川消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）に伴う支出について
13,170

消防局 西淀川消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車(CC309）、広報車(PI331）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
19,386

消防局 西淀川消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,715

消防局 西淀川消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
82

消防局 西淀川消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,836

消防局 西淀川消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,862

消防局 西淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
22,020

消防局 西淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月）の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯代の経費に伴う支出について（７月～９月）
9,504

消防局 西淀川消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（９月分）
12,233

消防局 淀川消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）支出について
13,382

消防局 淀川消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　衣類乾燥機（東三国出張所）修理経費の支出について
34,560

消防局 淀川消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか６点の買入経費の支出について
59,508

消防局 淀川消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　空調機（加島出張所）修理経費の支出について
64,816

消防局 淀川消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　空調機（淀川消防署）修理経費の支出について
45,802

消防局 淀川消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）の定期点検整備業務委託経費の支出について
10,260

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,001

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
29,082

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,015

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
322

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,722

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　革手袋の買入経費の支出について
26,762

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　コンパネほか１点の買入経費の支出について
24,948
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消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　単管パイプほか４点の買入経費の支出について
34,182

消防局 淀川消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,743

消防局 淀川消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞の買入経費の支出について（７～９月分)
12,111

消防局 淀川消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
15,859

消防局 淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
16,350

消防局 淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ＨＩＤライト修理経費の支出について
17,496

消防局 淀川消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　空調機（十三橋出張所）修理経費の支出について
15,282

消防局 淀川消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７１）の電気配線修理経費の支出について
27,000

消防局 東淀川消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
15,668

消防局 東淀川消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）エアコン修繕に伴う経費の支出について
15,984

消防局 東淀川消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
6,750

消防局 東淀川消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
100

消防局 東淀川消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,640

消防局 東淀川消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
6,436

消防局 東淀川消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
5,924

消防局 東淀川消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　豊里出張所オーバースライダー修理に伴う経費の支出について
31,104

消防局 東淀川消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練に係る訓練車両の借入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 東淀川消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（７月～９月分）の買入及び経費支出について
12,111

消防局 東淀川消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
20,251

消防局 東淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
28,020

消防局 東淀川消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１２６）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
43,200

消防局 東成消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ファクシミリ買入経費の支出について
23,652

消防局 東成消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８６）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 東成消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５３）ほか２台のタイヤ交換経費の支出について
122,256

消防局 東成消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　トイレ用洗剤（詰替）ほか９点買入経費の支出について
47,919

消防局 東成消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
5,120

消防局 東成消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
19,614

消防局 東成消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
830

消防局 東成消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
205

消防局 生野消防署 平成27年10月06日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　垂木ほか３点買入経費の支出について
26,244

消防局 生野消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ポータブルＤＶＤプレーヤーほか１点買入経費の支出について
17,172

消防局 生野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,377

消防局 生野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　デジタルカメラほか２点買入経費の支出について
23,544

消防局 生野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
256

消防局 生野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
483

消防局 生野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,620

消防局 生野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
14,890

消防局 生野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞(７月～９月分)買入経費の支出について
12,111

消防局 生野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ポリバケツほか４点買入経費の支出について
24,602

消防局 生野消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ロープ買入経費の支出について
28,620

消防局 生野消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）経費の支出について
9,720

消防局 生野消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　防災訓練用自動車借入経費の支出について
36,720

消防局 生野消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,522

消防局 旭消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 予防業務用　自転車防犯登録料の支出について
15,000

消防局 旭消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５５・ＳＴ２４５）バッテリー交換修理経費の支出について
45,360

消防局 旭消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（新森１０）修理経費の支出について
5,400

消防局 旭消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　水性塗料ほか３点買入経費の支出について
80,028

消防局 旭消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０５）定期点検整備業務委託経費の支出について
7,560
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消防局 旭消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）経費の支出について
15,709

消防局 旭消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
680

消防局 旭消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
246

消防局 旭消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
2,700

消防局 旭消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
3,800

消防局 旭消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
300

消防局 旭消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
10,680

消防局 旭消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞購読料（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　災害用簡易トイレ買入の経費支出について
64,800

消防局 城東消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　業務用バイクの定期点検整備業務委託の経費支出について
8,640

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）ハブボルト取替修理の経費支出について
26,460

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）フューエルインジェクタ及びフロントブロワモータ取替修理の経費支出について
86,292

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８０）後席ファンモーター取替修理の経費支出について
87,372

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）空燃比センサ取替修理の経費支出について
13,500

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメータ修理の経費支出について
19,980

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）及び広報車（ＰＩ３４１）定期点検整備業務委託の経費支出について
17,010

消防局 城東消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　業務用バイクの車両整備業務委託の経費支出について
12,960

消防局 城東消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
8,437

消防局 城東消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
830

消防局 城東消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
7,652

消防局 城東消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
637

消防局 城東消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
13,570

消防局 城東消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
15,872

消防局 城東消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月分～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
11,310

消防局 城東消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　熱画像直視装置充電器交換修理の経費支出について
45,360

消防局 城東消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７月～９月分）に伴う経費の支出について
7,884

消防局 鶴見消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）タイヤ交換経費の支出について
29,052

消防局 鶴見消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２３４）タイヤ交換経費の支出について
36,720

消防局 鶴見消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２３４）グリスポンプ配管修理経費の支出について
14,040

消防局 鶴見消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２３４）ブレーキ修理経費の支出について
71,841

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
9,561

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入経費の支出について
60,480

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,760

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
656

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
12,744

消防局 鶴見消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）定期点検整備業務委託経費の支出について
10,832

消防局 鶴見消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
1,860

消防局 鶴見消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
12,749

消防局 鶴見消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 鶴見消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケットのクリーニング（７～９月分）経費の支出について
18,144

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（８月分）
13,419

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）左リアサイドドアの修理に伴う経費の支出について
10,325

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　汎用小型圧力調整器ほか１点買入並びに同経費の支出について
37,800

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
246

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
5,041

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,000

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
410
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消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
11,784

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２８）ＡＣＣ電気配線等の修理に伴う経費の支出について
33,058

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６８）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
30,456

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）左ディスチャージヘッドランプほか１か所修理に伴う経費の支出について
21,611

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　補給車（ＳＣ２２）ほか２台の定期点検整備業務委託並びに同経費の支出について
19,440

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
15,006

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
27,410

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月）の支出について
12,111

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署阪南出張所のオーバーヘッドドア修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
49,680

消防局 阿倍野消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）のタイヤ交換並びに同経費の支出について
30,240

消防局 住之江消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）経費の支出について
18,016

消防局 住之江消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　単管ほか２点買入及び経費の支出について
24,624

消防局 住之江消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　コンパネほか１点買入及び経費の支出について
24,516

消防局 住之江消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶ティーバッグ買入及び経費の支出について
5,508

消防局 住之江消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ブルーシートほか３点買入及び経費の支出について
30,024

消防局 住之江消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　消防救助艇船台車輪修理及び経費の支出について
38,880

消防局 住之江消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
2,402

消防局 住之江消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
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消防局 住之江消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
1,598

消防局 住之江消防署 平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　ポリバケツ買入及び経費の支出について
13,608

消防局 住之江消防署 平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（９月分）並びに同経費の支出について
43,390

消防局 住之江消防署 平成27年10月21日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１５）６ヶ月定期点検整備業務委託の実施及び経費の支出について
6,480

消防局 住之江消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ポリ袋ほか３点買入に伴う経費の支出について
26,978

消防局 住之江消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）経費の支出について
20,727

消防局 住之江消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器漏気修理経費の支出について
36,720

消防局 住之江消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
37,960

消防局 住之江消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　作動油買入及び経費の支出について
5,940

消防局 住之江消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器ボンベ修理及び経費の支出について
5,648

消防局 住吉消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）の定期点検整備業務委託経費の支出について
17,020

消防局 住吉消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　特定小電力トランシーバーほか２点買入に伴う経費の支出について
76,464

消防局 住吉消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,788

消防局 住吉消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
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消防局 住吉消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
6,134

消防局 住吉消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）買入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住吉消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
12,460

消防局 住吉消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,102

消防局 住吉消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー研修用　救助ロープ買入に伴う経費の支出について
43,200

消防局 東住吉消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　訓練資材（電動ハンマほか２点）買入経費の支出について
73,224

消防局 東住吉消防署 平成27年10月05日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（２基）修理経費の支出について
65,016

消防局 東住吉消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器部品（面体用しめひもほか４点）買入経費の支出について
21,600

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
14,466

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
3,000

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
902

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
11,340

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
4,784

消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
3,340
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消防局 東住吉消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６７）バッテリー交換経費の支出について
46,440

消防局 東住吉消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の支出について
15,928

消防局 東住吉消防署 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 救急活動用　毛布・タオルケット洗濯（７月～９月分）にかかる経費の支出について
19,872

消防局 東住吉消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）にかかる経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　北田辺出張所オーバーヘッドドア修理経費の支出について
27,999

消防局 東住吉消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
18,250

消防局 東住吉消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ゴミ袋２種ほか４点買入経費の支出について
41,850

消防局 東住吉消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　１５ｍ級はしご車（Ｌ１８）バッテリー交換経費の支出について
47,520

消防局 東住吉消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機（東住吉本署）修理経費の支出について
22,680

消防局 平野消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（８月分）の支出について
12,874

消防局 平野消防署 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク自動車（長吉ST299）タイヤ交換に伴う経費の支出について
72,576

消防局 平野消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加美出張所２階待機室及び食堂の照明器具安定器の取替に伴う経費の支出について
19,656

消防局 平野消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加美正覚寺出張所１階事務室の照明器具の取替に伴う経費の支出について
19,656

消防局 平野消防署 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープの買入に伴う経費の支出について
66,960

消防局 平野消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
4,341

消防局 平野消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
5,184

消防局 平野消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
1,148

消防局 平野消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
8,149

消防局 平野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
13,660

消防局 平野消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　船外機の修理に伴う経費の支出について
14,860

消防局 平野消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機・複写料（９月分）の支出について
14,435

消防局 平野消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６）センタストップランプ取替に伴う経費の支出について
9,353

消防局 平野消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 平野消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員管理用　玄米茶ほか１点の買入に伴う経費の支出について
8,640

消防局 平野消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
320

消防局 平野消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　平野消防署本署ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
18,878

消防局 平野消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　直交クランプほか１点の買入に伴う経費の支出について
16,713

消防局 西成消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（８月分）に伴う経費の支出について
16,083

消防局 西成消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　リーフレット買入に伴う経費の支出について
59,400

消防局 西成消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器５台修理に伴う経費の支出について
47,628

消防局 西成消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　呼吸器部品ヘッドハーネスほか４点買入経費の支出について
34,506

消防局 西成消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６３）ラジエータ取替修理に伴う経費の支出について
99,533

消防局 西成消防署 平成27年10月15日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６３）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西成消防署 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の定期点検整備業務委託経費の支出について
8,424

消防局 西成消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 区震災訓練用　廃車車両（乗用車）２台借入に伴う経費の支出について
73,440

消防局 西成消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
10,110

消防局 西成消防署 平成27年10月27日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料（７月～９月分）の支出について
12,111

消防局 西成消防署 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知器（ＧＸ－２００３）修理に伴う経費の支出について
9,720

消防局 西成消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
4,539

消防局 西成消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
16,480

消防局 西成消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
738

消防局 西成消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
700

消防局 西成消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
11,340

消防局 水上消防署 平成27年10月08日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検(3)経費の支出について
79,920

消防局 水上消防署 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検の追加整備(3)経費の支出について
26,784

消防局 水上消防署 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　垂木・コンパネの買入経費の支出について
19,116

消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
5,578

消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
3,500
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消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
82

消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）管理費
200

消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
108

消防局 水上消防署 平成27年10月19日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）運営費
23,780

消防局 水上消防署 平成27年10月22日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 水上消防署 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
11,819

消防局 水上消防署 平成27年10月26日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
3,840

消防局 水上消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 水難救助活動用　ヘルメット用チンガード・フィンストラップの買入経費の支出について
36,720

消防局 水上消防署 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ヘッドハーネスほか２点の買入経費の支出について
31,428

消防局 水上消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　防爆携帯無線機　高津８８０の修理（２）経費の支出について
43,599

消防局 水上消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（PI339）の車両整備業務委託及び経費の支出について
11,599

消防局 水上消防署 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（PI339）の定期点検整備業務委託及び経費の支出について
5,400

消防局 救急課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　アネロイド式血圧計の購入経費の支出について
335,664

消防局 救急課 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（FAX)の支出について（９月分）
2,702

消防局 救急課 平成27年10月13日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（９月分）
31,487

消防局 救急課 平成27年10月14日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか事業用　救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
11,688,796

消防局 救急課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続に係る経費の支出について（平成27年９月分）
5,625,000

消防局 救急課 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　ヒートシーラーの購入にかかる経費の支出について
302,400

消防局 救急課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）経費の支出について（６月・７月分）
5,382,446

消防局 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 広報活動用　平成26年大阪市消防年報（平成27年刊行）の印刷に係る経費の支出について
183,060

消防局 企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 企画課用　市内出張旅費の支出について（広域職員研修「政策形成能力研修」に伴う職員派遣）
840

消防局 企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及用　平成27年度「大阪消防」データ作成・編集等業務委託（第２四半期分）
226,800

危機管理室 危機管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）電気使用料（８月分）の支出について
108,742

危機管理室 危機管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（８月分）の支出について
2,062

危機管理室 危機管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（８月分）の支出について
68,144

危機管理室 危機管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（８月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報償費　報償金 地域防災における女性の活躍促進に関する研修の実施に伴う講演費用の支出について
55,360

危機管理室 危機管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 大阪府・大阪市合同総合防災訓練用飲料水買入にかかる経費の支出について
29,548

危機管理室 危機管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪府・大阪市合同総合防災訓練実働訓練参加人員搬送業務委託にかかる経費の支出について
142,560

危機管理室 危機管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪府・大阪市合同総合防災訓練人員搬送及び物資輸送用車両賃貸にかかる経費の支出について
45,360

危機管理室 危機管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（アーバンヒル上町）電話回線使用料等（９月分）の支出について
2,766

危機管理室 危機管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（８月利用分）の支出について
13,215

危機管理室 危機管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ＤＶＤ－ＲＷ外１４点の買入にかかる支出について
40,554

危機管理室 危機管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ＤＶＤ－ＲＷ外１４点の買入にかかる支出について
76,140

危機管理室 危機管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用ＤＶＤ－ＲＷ外１４点の買入にかかる支出について
40,932

危機管理室 危機管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪府・大阪市合同総合防災訓練実働訓練における訓練視察者搬送のための乗用車高速道路通行料の立替払いについて
1,860

危機管理室 危機管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 小災害対策用旭備蓄倉庫にかかる電気使用料（８月使用分）の支出について
31,894

危機管理室 危機管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１０月分）
2,991,527

危機管理室 危機管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（９月分）の支出について
5,377

危機管理室 危機管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点用携帯電話使用料（９月分）の支出について
24,092

危機管理室 危機管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用阿倍野防災拠点携帯電話使用料（９月分）の支出について
1,956

危機管理室 危機管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 大阪府・大阪市合同総合防災訓練実働訓練用舞洲埋立土地の一時使用に伴う経費の支出について
241,785

危機管理室 危機管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用読売新聞買入（７月から９月分）にかかる経費の支出について
12,111

危機管理室 危機管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用毎日・日本経済新聞買入（７月から９月分）にかかる経費の支出について
25,638

危機管理室 危機管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理体制の充実用被災地派遣職員の勤務状況把握のための管外出張にかかる旅費の支出について
221,320

危機管理室 危機管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業にかかる市内・近接管外出張旅費（８月分）の支出について
74,956

危機管理室 危機管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業にかかる市内・近接管外出張旅費（８月分）の支出について
25,990

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
135,604
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危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（９月分）の支出について
11,348

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用市内・近接管外出張交通費（９月分）の支出について
20,394

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業用コピー代金の支出について（９月分）
31,016

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（９月分）
37,704

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用朝日新聞買入（７月から９月分）にかかる経費の支出について
12,111

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　印刷製本費 市民・事業者等への防災・減災の情報発信用市民防災マニュアルの印刷にかかる費用の支出について
1,277,640

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（８月分）の支出について
14,398

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（９月分）の支出について
45,318

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
1,434

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
140

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
1,261

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
830

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
204

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
7,722

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
204

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料（９月分）について
140,400

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
446,552

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム運用業務契約延長にかかる経費の支出について（９月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 全国瞬時警報システムＬＧＷＡＮ接続機器保守業務にかかる委託料の支出について（９月分）
13,824

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム委託磁気テープファイルの保管及び集配業務にかかる支出について（９月分）
1,728

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システムツイッター対応業務にかかる経費の支出について（９月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（９月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 宿直室用寝具の借入にかかる使用料の支出について（４月～９月分）
145,605

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタの賃貸借にかかる支出について（９月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（９月分）
10,123

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎）（１１月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（バルトワン３１１号）賃借料の支出について（１１月分）
85,000

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（スイスホテル南海大阪）（１０月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
94,923

危機管理室 危機管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成27年度阿倍野防災拠点運営用警備業務（人的警備）の長期契約にかかる委託料の支出について（９月分）
111,321

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 備品購入費　図書購入費 市政改革室業務用　図書の購入にかかる経費の支出について
16,200

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（制度調整側・平成２７年９月分）
16,941

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２７年９月分）
30,727

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（PDCA側・平成２７年９月分）
18,348

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２７年９月分）の支払いについて
630

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年９月分）
32,787

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
25,982

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
4,329

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
1,443

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
2,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式長期借入及び同経費の支出について（平成２７年度９月分）
2,886

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費（総合調整担当計上分）の支出について（平成２７年９月分）
7,060

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読に係る経費の支出について
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読にかかる経費の支出について（分室分）（第２四半期分）
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室レイアウト変更に伴う電話工事（増設）にかかる経費の支出について
46,440

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第2回大阪市PDCAサイクル推進有識者会議(9月1日)の会議録作成業務に係る支出について
10,530
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市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成27年度第1回大阪市建設事業評価有識者会議(9月3日)の会議録作成業務に係る支出について
18,954

契約管財局 契約課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託経費の支出について（平成27年９月分）
944,955

契約管財局 契約課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
7,948

契約管財局 契約課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成27年９月分）
149,294

契約管財局 契約課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
149

契約管財局 契約課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（平成27年９月分）
178,202

契約管財局 契約課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約管財局事務用ファクシミリ装置一式長期借入（再リース）経費の支出について（平成27年９月分）
4,567

契約管財局 契約課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入経費の支出について（平成27年９月分）
18,846

契約管財局 契約課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年９月分）
31,399

契約管財局 契約課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（平成27年９月分）
5,540

契約管財局 契約課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（9月分）の支出について
1,600

契約管財局 契約課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張等交通費（９月分）の支出について
13,450

契約管財局 契約課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成27年９月分）
29,591

契約管財局 契約課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成27年10月分）
56,959

契約管財局 契約制度課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年９月）
208,029

契約管財局 契約制度課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（平成27年９月）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年９月）
26,071

契約管財局 契約制度課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年９月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成27年９月)
333,720

契約管財局 契約制度課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年９月分）
2,080

契約管財局 契約制度課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成27年９月分）
13,490

契約管財局 契約制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年９月分）
15,087

契約管財局 契約制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年９月分）
140,670

契約管財局 契約制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成27年９月分）
198,892

契約管財局 契約制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等長期借入【再リース】」に係る賃借料の支出について（平成27年９月）
2,715,478

契約管財局 契約制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 契約事務用「NOMA行政管理講座」の参加及び同経費の支出について
34,560

契約管財局 管財課 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（８月分）
1,195

契約管財局 管財課 平成27年10月09日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
195,480

契約管財局 管財課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,292

契約管財局 管財課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,306

契約管財局 管財課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（９月分）
4,740

契約管財局 管財課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
24,320

契約管財局 管財課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,420

契約管財局 管財課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－２）
299,160

契約管財局 管財課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 管財事務用意見書作成業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－３）
43,200

契約管財局 管財課 平成27年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
195,480

契約管財局 管財課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
299,160

契約管財局 管財課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－１－２）
602,640

契約管財局 管財課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－１－１）
602,640

契約管財局 管財課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（９月２４日承認分）
13,645

契約管財局 管財課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市有地活用支援システム機器一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
59,724

契約管財局 管財課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　新規工事費 契約管財局管理用地フェンス設置工事の経費の支出について
675,000

契約管財局 管財課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 「もと津守浄水場機械警備業務委託　長期継続』の経費の支出について（９月分）
27,000

契約管財局 管財課 平成27年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 不動産鑑定評価及び意見書作成の業務委託契約にかかる経費の支出について
2,869,560

契約管財局 管財課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　判例不動産取引事例解説集外１点の追録の購読に係る経費の支出について
13,605

契約管財局 管財課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（９月分）
1,196

契約管財局 管財課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－４－１）
1,308,960
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契約管財局 管財課 平成27年10月30日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成27年11月入札－４－２）
1,308,960

契約管財局 管財制度課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号４）
21,600

契約管財局 管財制度課 平成27年10月09日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 オーク200にかかる不動産管理委託契約に係る経費の支出について（平成27年10月分）
89,319,334

契約管財局 管財制度課 平成27年10月14日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 第91回大都市管財事務主管者会議出席に係る負担金の支出について
4,000

契約管財局 管財制度課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（10月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる電気料金の支出について（スカイウェイ分）９月分
65,100

契約管財局 管財制度課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 オークテナントの賃貸借契約終了に伴う敷金の返還にかかる経費の支出について
600,000

契約管財局 管財制度課 平成27年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる水道料金の支出について（１０月分）
10,547,703

契約管財局 管財制度課 平成27年10月21日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク200にかかる水道料金の支出について（スカイウェイ分）１０月分
1,522

契約管財局 管財制度課 平成27年10月23日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる電気料金の支出について（９月分）
19,713,423

契約管財局 管財制度課 平成27年10月26日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク200にかかる下水道料金の支出について（９月分）
7,440,463

契約管財局 管財制度課 平成27年10月26日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかる熱料金の支出について（９月分）
45,246,843

契約管財局 管財制度課 平成27年10月26日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 需用費　光熱水費 オーク２００にかかるガス料金の支出について（９月分）
12,133,679

契約管財局 管財制度課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 第91回大都市管財事務主管者会議に係る旅費の支出について
57,800

契約管財局 管財制度課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第755回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
113,771

契約管財局 審査課 平成27年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「公共用地取得の税務（平成２７年度版）」の購入経費の支出について
1,628

契約管財局 審査課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「公共用地取得の税務（平成２７年度版）」の購入経費の支出について
802

契約管財局 審査課 平成27年10月06日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 収用和解に基づく補償金の支出について
131,693,700

契約管財局 審査課 平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　近畿地区用地対策連絡協議会　平成２７年度　専門研修　平成２７年９月８日～１１日）の参加及び同経費の支出について
4,020

契約管財局 審査課 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　近畿地区用地対策連絡協議会　平成２７年度　専門研修　平成２７年９月８日～１１日）の参加及び同経費の支出について
1,980

契約管財局 審査課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
480

契約管財局 審査課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
6,223

契約管財局 審査課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
13,100

契約管財局 審査課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
3,065

契約管財局 審査課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
732

契約管財局 審査課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「全訂　一目でわかる登記嘱託書の作り方（平成19年10月刊）」の購入経費の支出について
2,995

契約管財局 審査課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 用地事務参考用図書「改訂 設問解説 相続法登記（平成２２年４月刊）」の購入経費の支出について
3,585

契約管財局 審査課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「全訂　一目でわかる登記嘱託書の作り方（平成19年10月刊）」の購入経費の支出について
1,475

契約管財局 審査課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 備品購入費　図書購入費 用地事務参考用図書「改訂 設問解説 相続法登記（平成２２年４月刊）」の購入経費の支出について
1,765

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「詳解　土地評価事例」の購入経費の支出について
3,446

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「積算資料ポケット版ー住宅建築編２０１５外３点」の購入経費の支出について
13,990

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「都市計画法規集（５９７号）外１４点」の購入経費の支出について
43,566

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「詳解　土地評価事例」の購入経費の支出について
1,698

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書「積算資料ポケット版ー住宅建築編２０１５外３点」の購入経費の支出について
6,890

契約管財局 審査課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「都市計画法規集（５９７号）外１４点」の購入経費の支出について
21,458

契約管財局 審査課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１８５８号－１８７５号」の購入経費の支出について
44,284

契約管財局 審査課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「土地収用法実務提要363号-364号外２点」の購入経費の支出について
17,220

契約管財局 審査課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「土地収用法実務提要363号-364号外２点」の購入経費の支出について
8,482

契約管財局 審査課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１８５８号－１８７５号」の購入経費の支出について
21,812

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（１０月分）
81,265

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 企業会計に関する研修に伴う講師謝礼金の支出について
45,600

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成27年度　大阪市補償審査委員会に係る交通費の支出について（１０月分）
3,640

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年９月分）
64,899

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 旅費　特別旅費 用地事務用　国土交通大学校　平成27年度　専門課程　用地（Ⅱ期）研修への参加並びに管外出張旅費の支出について（平成27年10月14日～10月30日）
49,000

契約管財局 審査課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務市内出張等用旅費の支出について（平成２７年９月分）
31,965

契約管財局 審査課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　手数料 裁決申請及び明渡裁決の申立てに伴う手数料の支出について
570,000

契約管財局 審査課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 用地事務用　平成２７年度全国用対連セミナーへの参加並びに管外出張旅費の支出について（１０月２９日）
31,280

契約管財局 審査課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
250



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

契約管財局 審査課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
9,022

契約管財局 審査課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
1,862

契約管財局 審査課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成27年度用地部法律相談の報償金の支出について（9月分）
21,600

契約管財局 用地課 平成27年10月01日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　桜島東野田線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（前金払）
130,225,050

契約管財局 用地課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 沿道整備街路推進モデル事業　土地売買代金の支出について
9,407,470

契約管財局 用地課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
409,320

契約管財局 用地課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 平成２７年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【８月分】
902,016

契約管財局 用地課 平成27年10月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 長橋住宅地区改良事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
199,800

契約管財局 用地課 平成27年10月13日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　十三吹田線　占有者立退補償金の支出について（後金払）
224,650

契約管財局 用地課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
1,216,080

契約管財局 用地課 平成27年10月15日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
442,800

契約管財局 用地課 平成27年10月19日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　桜島東野田線　土地売買代金の支出について
65,440,700

契約管財局 用地課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
665,280

契約管財局 用地課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
1,738,800

契約管財局 用地課 平成27年10月20日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　長柄堺線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
18,702,042

契約管財局 用地課 平成27年10月20日 土地先行取得事業会計
公共用地先行取得事業
費

事業費 用地取得費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　長柄堺線　土地売買に伴う物件移転補償金の支出について（後金払）
12,836,400

契約管財局 用地課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　田辺出戸線　残地補償金の支出について
1,562,617

契約管財局 用地課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　田辺出戸線　建物等補償金の支出について
6,080,400

契約管財局 用地課 平成27年10月27日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 委託料　委託料 大阪市弘済院整備事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
129,600

契約管財局 用地課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　豊里矢田線　建物等補償金の支出について
17,342,100

契約管財局 用地課 平成27年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
339,120

契約管財局 用地課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２７年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【９月分】
1,247,400

契約管財局 用地課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２７年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【９月分】
99,792

こども青少年局 総務課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（8月分）
539,589

こども青少年局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（８月分）ＭＰ４０００Ｆ
1,257

こども青少年局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（８月分）ＤＣⅣ７０８０　５台分
258,304

こども青少年局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）企画グループ
6,560

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（平成27年9月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達の実施経費の支出について（平成27年9月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成27年9月分）
371,038

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達（再リース）経費の支出について（平成27年９月分）
19,720

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（平成27年9月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ５）経費の支出について（平成27年9月分）
25,145

こども青少年局 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（9月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（9月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成２７年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費に支出について（９月分）
314,571

こども青少年局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度第1回　こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
325,060

こども青少年局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度第1回　こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
7,930

こども青少年局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について（９月分）
4,305

こども青少年局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 本庁地下１階シュレッダーの買入経費の支出について
140,076

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２７年４月～平成２８年３月）の買入について（第２四半期）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成２７年４月～平成２８年３月）の買入について（第２四半期）
76,914

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞　（平成２７年４月～平成２８年３月）の買入について（第２四半期）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２７年４月～平成２８年３月）の買入について（第２四半期）
36,333

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（９月分）ＤＣⅣ７０８０　5台分
354,322

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　電話回線新設にかかる経費の支出について
11,610

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（9月分）
533,649

こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービス（平成２７年４月～平成２８年３月）ライセンス借入の実施及び同経費の支出について（第２四半期）
6,480
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こども青少年局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について（9月分）
17,280

こども青少年局 青少年課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立こども文化センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
24,655,896

こども青少年局 青少年課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
14,440,500

こども青少年局 青少年課 平成27年10月02日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度　こども　夢・創造プロジェクト事業実施経費の支出について（第２期）
1,800,000

こども青少年局 青少年課 平成27年10月05日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（７・８月分１回目、８月分１回目）
58,391,176

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第３四半期分）
3,535,261

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｇ）の支出について（第３四半期分）
14,354,024

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第３四半期分）
170,391,829

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第３四半期分）
2,379,511

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第３四半期分）
526,464,675

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｈ）の支出について（第３四半期分）
12,057,973

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第３四半期分）
5,245,949

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｆ）の支出について（第３四半期分）
3,209,427

こども青少年局 青少年課 平成27年10月15日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 「大阪市塾代助成事業に係る包括的業務委託　長期継続（概算契約）」に係る業務委託料の支出について（下半期分）
227,813,150

こども青少年局 青少年課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後事業グループ市内出張旅費について（平成２７年９月分）
11,280

こども青少年局 青少年課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（９月）の支出について
1,320

こども青少年局 青少年課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について下半期 (2/2)１回目
12,883,500

こども青少年局 青少年課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について 下半期(1/2)１回目
14,177,000

こども青少年局 青少年課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成27年10月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２７年度　大阪市子ども会活動の推進事業委託経費の支出について（下半期分）
1,295,470

こども青少年局 青少年課 平成27年10月23日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（７・８月分２回目、８月分２回目）
14,300,720

こども青少年局 青少年課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成27年10月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２７年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（９月分）
19,100

こども青少年局 青少年課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について　下半期 (2/2)２回目
57,115,500

こども青少年局 青少年課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について 下半期(1/2)２回目
74,459,500

こども青少年局 青少年課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２７年度地域こども体験学習事業にかかる同所要経費の支出について（下半期分）
10,015,000

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
54,276

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,000

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
100

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,479

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,200

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,166

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

こども青少年局 経理課 平成27年10月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
984

こども青少年局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 需用費　印刷製本費 「こども青少年局事務用　平成26年度決算説明資料」の印刷の実施及び同所要経費の支出について
51,634

こども青少年局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 直営修繕作業車（ホンダ ダンプ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
1,400

こども青少年局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　損害保険料 直営修繕作業車（ホンダ ダンプ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
26,370

こども青少年局 経理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 公課費　公課費 直営修繕作業車（ホンダ ダンプ）の車検実施に伴う自賠責保険加入等費用の支出について
6,600

こども青少年局 経理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　手数料 もと藤沢会館除草後の草等処分の実施並びに同所要経費の支出について
32,280

こども青少年局 経理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施経費の支払いについて（９月分）
12,526

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
55,322

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
1,120

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
10,531

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
5,922

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
82

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
448,994
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こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
9,912

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
881,080

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
8,500

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
26,430

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
14,161

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
35,752

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
30,186

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
1,660

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 旅費　普通旅費 平成27年度文化財建造物保存修理関係者等連絡協議会出席にかかる管外出張命令並びに同所要経費の支出について
29,240

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
260

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
18,500

こども青少年局 経理課 平成27年10月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
6,950

こども青少年局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の寄附に伴う残額の支給について（平成２７年１０月支払分）
35,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度１０月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
38,740,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度１０月５日支払い児童手当給付費の支出について
12,635,567,304

こども青少年局 管理課 平成27年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支出について（窓口払）
18,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会講師謝礼の支払いについて（平成２７年９月）
18,440

こども青少年局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　８月分（３３回目・府内）
4,290

こども青少年局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　８月分（３４回目・府内）
6,138

こども青少年局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（３２回目・府内）
371,190

こども青少年局 管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（１０月７日分）について
493,071,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
3,294

こども青少年局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 専門的家庭訪問支援事業用等　コピー用紙の購入及び同経費の支出について
5,745

こども青少年局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第10回目）
14,919,830

こども青少年局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　医薬材料費 幼児歯科健康診査等事業用 速乾性擦式手指消毒液 外１７点の購入及び同所要経費の支出について（２回目／２回払い）
538,174

こども青少年局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（３５回目・府外）
10,837,610

こども青少年局 管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度北区子ども・子育てプラザ他２３施設にかかる非常通報装置保守業務の実施経費の支出について（４月から９月分）
466,560

こども青少年局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当実務提要追録（第８５～８６号）買入について
7,344

こども青少年局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入について（第７８３～７８４号）
8,856

こども青少年局 管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（8月分）
166,100

こども青少年局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第11回目）
12,586,500

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
32,330

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
8,750

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　父親の育児参加啓発事業の支出について（第２四半期分）
1,424,250

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第9回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．７
822,642

こども青少年局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
2,400

こども青少年局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務の実施経費の支出について（７月～９月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外5施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（９月分）
2,012,394

こども青少年局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成27年度　大阪市産後ケア事業担当者会・研修会にかかる講師謝礼の支出について
20,280

こども青少年局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　９月分（３７回目・府内）
182,520

こども青少年局 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（３６回目・府内）
185,629,750

こども青少年局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の講師謝礼の支払いについて（平成２７年１０月）
17,900

こども青少年局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 訪問型病児保育モデル事業利用登録者アンケートに係る後納郵便料金の支払いについて
873

こども青少年局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度子育て世帯臨時特例給付金オフィスデスクほか１５点借入経費の支出について（第６回中間）
94,050

こども青少年局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度あいりん特別保育対策事業の実施と同経費の支出について（３回目/４回）
3,482,250

こども青少年局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度あいりん児童健全育成事業の実施と同経費の支出について（３回目/４回）
3,419,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．８
1,270,208
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こども青少年局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

需用費　光熱水費 中央卸売市場本場業務管理棟（子育て給付金事務センター）にかかる光熱水費の支出について（２７年９月分）
29,550

こども青少年局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給（１０月２６日分）について
146,190,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 一時預かり事業利用申込書の印刷にかかる経費の支出について
106,650

こども青少年局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
51,791

こども青少年局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度今池こどもの家機械警備業務の実施と同経費の支出について（6回目/12回）
19,580

こども青少年局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の再支出について　８月分（３５回目・府外）
3,750

こども青少年局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　特別旅費 平成27年度　第49回日本小児内分泌学会学術集会の参加及び同経費の支出について
46,740

こども青少年局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成27年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（３８回目・府内）
266,280

こども青少年局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２７年度大阪市病児・病後児保育事業確定加算額の支出について（第２四半期）
8,747,310

こども青少年局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第11回目分）
150,000

こども青少年局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

役務費　通信運搬費 子育て世帯臨時特例給付金支給事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
3,099,788

こども青少年局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

負担金、補助及交付金　交付金 子育て世帯臨時特例給付金（施設）の支給（１０月分）について
24,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる措置費の支出について（9月分）
269,825

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費の支出について（８月分）
273,357

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ27年４月～６月分　６回目）
900,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 母子生活支援施設及び児童養護施設民間移管予定者選定会議にかかる委員報酬の支払いについて
48,759

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設大津しらゆりにかかる措置費の支出について（９月分）
311,460

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（9月分）
464,540

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費の支出について（9月分）
212,977

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山白百合園にかかる措置費の支出について（9月分）
302,790

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）外１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
513,653

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）外１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
162,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度助産制度措置費(6.7月分)の支出について
27,916,738

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度助産制度措置費(6.7月分)の支出について（大阪市立病院分）
4,630,840

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業にかかる所要経費の支出について（８月分）
539,760

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（５月・６月分）の支出について
1,584,353

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費（８月分）の支出について
569,608

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年８月分・ひとり親ライン）の支出について
3,530

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（10月期年金併給分）
93,160

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童扶養手当給付費の支出について（10月期随時払）
10,552,660

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成27年度第１回大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に係る委員報酬等の支出について
97,518

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成27年度第１回大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に係る委員報酬等の支出について
2,300

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 児童扶養手当の障がい判定に係る診断書判定業務委託料の支出について（上半期分）
75,600

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる措置費の支出について（８月分）
766,550

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 ひとり親家庭等就業自立支援サポート体制強化事業にかかるひとり親家庭支援制度周知リーフレットの作成について
143,856

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
1,250,595

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託の支出について(９月分)
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
201,690

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
525,744

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
104,345,516

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
220,968

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
121,986

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
89,502,584

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（平成27年４～６月分　７回目）
300,000

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年８月分・児童ライン）の支出について
21,290

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
302,080

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度児童養護施設退所児童等アフターケア事業に係る所要経費の支出について（下半期分）
4,969,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
4,124,240
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こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
340,640

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
2,415,840

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（10月分）
69,322,471

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 入舟寮他外３施設にかかる指定管理業務代行料（１０月分）の支出について
120,948,327

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(８月診療１０月支払い分）
25,200

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(８月診療１０月支払い分）
22,929,128

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(８月診療１０月支払い分）
122,376

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（８月分）
22,400

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童入所施設等措置費の支出について（10月払い分）
607,986,562

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(８月診療１０月支払い分）
19,123,858

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 児童扶養手当証書（連続帳票）ほか１点の作成に係る経費の支出について
147,700

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成27年度：５回目）
64,800

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
7,155,336

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成27年度：６回目）
12,744

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（９月決定分）
10,776,793

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議の出席にかかる管外出張及び経費の支出について
29,240

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費（８月分）の支出について
2,652,531

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（９月分）の支出について
546,715

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成27年度　ひとり親家庭等生活支援事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
1,413,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発用のぼりほか1点の買入について
140,400

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成27年度　大阪市ひとり親家庭等自立支援推進会議にかかる報償金の支出について
134,071

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用平成２７年度こども医療システムパンチデータ作成業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
662,264

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用こども医療費助成制度周知用ポスター封入封緘等業務委託（概算契約）にかかるに経費の支出について
75,993

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用　平成２７年度こども医療費助成の対象者拡充に伴う所得情報（税情報）抽出業務委託にかかる経費の支出について
946,242

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(６～９月分）
269,022

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（８月分）の支出について
844,406

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費（９月分）の支出について
558,154

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
15,986,563

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成27年度施設児童自立支援事業（学力ケア）にかかる所要経費の支出について(9月分）
3,840,706

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
368,557,349

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度児童入所施設等措置費の支出について（10月払い分）
174,317

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設わかくさにかかる措置費の支出について（10月分）
328,358

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立白浜なぎさホームにかかる措置費の支出について（10月分）
213,357

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（７月分）の支出について
804,866

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山白百合園にかかる措置費の支出について（10月分）
263,225

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（10月分）
465,520

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度児童入所施設等措置費の支出について（10月払い分）
51,678,545

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校にかかる措置費の支出について（９月分）
881,130

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２７年９月分・ひとり親ライン）の支出について
3,090

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分：基金）
1,856,046

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成27年度　母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
25,140,500

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２７年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分：基金）
62,404,934

こども青少年局 こども家庭課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ27年７月～９月分　１回目）
29,192,500

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成２７年度全国児童自立支援施設　新任施設長研修への参加について
37,950

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（８月分）
24,860

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２７年度弘済小学校修学旅行への参加及び同所要経費の支出について
2,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度弘済小学校修学旅行への参加及び同所要経費の支出について
4,500

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用木材ほか２点　買入及び同所要経費の支出について
23,565
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こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（８月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
14,773

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
1,000

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
4,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
34,480

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（８～９月分）の支出について
54,230

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（８月～９月分）の支出について
917,383

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（８月～９月分）の支出について
1,323,820

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園入所児童秋季高槻市卓球大会参加及び同所要経費の支出について（１０月２５日実施分）
4,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 第３７回近畿児童自立支援施設女子バレーボール大会参加及び同所要経費の支出について（１０月２２日実施分）
6,400

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　阿武山学園入所児童特別育成費の支出について（１０月分）
33,910

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（１０月分）
184,800

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（８月分）
111,044

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（８月）
440,011

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（９月分）
4,683

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚類買入経費の支出について（９月）
104,955

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　加工食品類買入経費の支出について（９月分）
303,421

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　牛乳類買入経費の支出について（７月～９月分）
93,487

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　麺類買入経費の支出について（９月分）
7,372

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　米買入経費の支出について（９月分）
147,096

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　おはぎ買入にかかる経費の支出について
4,276

こども青少年局 阿武山学園 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（９月）
458,695

こども青少年局 運営担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育相談研修（第２回）の講師謝礼の支出について
11,440

こども青少年局 運営担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（８月分）の支出について
3,568,449

こども青少年局 運営担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（９月分）の支出について
1,624,665

こども青少年局 運営担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について
4,374

こども青少年局 運営担当 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 第56回日本児童青年精神医学会総会参加費の支出について
11,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター通訳ボランティア経費の支出について（9月4日分）
3,400

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成２７年度一時保護所現任研修の実施について（９月４日実施分）
12,030

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月14日実施分）
4,320

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２７年度児童相談所児童心理司スーパーバイザー研修への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年9月8日～11日実施分）
53,830

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用コピー代金の支出について（８月分）
160,279

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（８月分）
64,160

こども青少年局 運営担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 第２３回子ども虐待医療支援検討会用講師謝礼の支出について（平成２７年９月１０日実施分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月7日実施分）
60,660

こども青少年局 運営担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 サテライト平野相談室空調機修繕の実施にかかる契約にかかる支出について
15,001

こども青少年局 運営担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待にかかる区との合同研修の実施及び同所要経費の支出について（平成27年９月18日実施分）
30,300

こども青少年局 運営担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度特別支援教育相談研修（第３回）の講師謝礼の支出について
11,180

こども青少年局 運営担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月15日実施分）
1,160

こども青少年局 運営担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月17日実施分）
59,160

こども青少年局 運営担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（光IP電話通話料）
487,535

こども青少年局 運営担当 平成27年10月08日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成２７年度こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（８月分）
27,777

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（７月１７日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（７月８日鑑定分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼（9月2日分）の支出について
18,600

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度第1回教育相談事業推進会議の講師謝礼の支出について
78,055
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こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分肉・肉加工品）
376,114

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分業務用調味料類・米類）
409,996

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
38,368

こども青少年局 運営担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成27年度こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（平野分室）
28,531

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.012）
1,901,450

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度一時保護所現任研修の実施について（９月18日実施分）
12,450

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て　第４回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年度「里親推進フォーラムin福岡」への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年9月26日実施分）
27,340

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月25日実施分）②
9,620

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月18日実施分）
1,700

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月25日実施分）
4,140

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月17日実施分）②
36,460

こども青少年局 運営担当 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２７年度児童相談所長研修＜後期＞への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年10月14日～16日実施分）
46,810

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月29日実施分）
9,760

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（平成27年度７月～９月分）
25,638

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（平成27年７月～９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用読売新聞の買入について（平成27年７月～９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用産経新聞の買入経費の支出について（平成27年７月～９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用（森ノ宮・平野分室））寝具一式経費の支出について（平成２７年度８月分）
70,428

こども青少年局 運営担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 未成年後見人支援事業にかかる報酬の支出について（9月16日分）
100,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
81,265

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（９月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度児童相談システム機器等（平野分室）借入経費の支出について（９月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター通訳ボランティア経費の支出について（9月17日分）
3,400

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成２７年度学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年9月29日～30日実施分）
37,540

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
989

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
20,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
7,550

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
3,864

こども青少年局 運営担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月後半分）
1,700

こども青少年局 運営担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 委託料　委託料 平成27年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託経費の支出について（９月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成27年９月分）
2,312,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC）業務委託契約にかかる支出について（平成27年９月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター非常通報装置保守点検業務にかかる所要経費の支出について（4月～9月分）
19,440

こども青少年局 運営担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外15区分）業務委託契約にかかる支出について（平成27年９月分）
9,273,700

こども青少年局 運営担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用ビニールテープほか32点の買入及び同経費の支出について
87,247

こども青少年局 運営担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用カーペットほか４点の買入及び同経費の支出について
208,440

こども青少年局 運営担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分野菜類・果物類・だし類）
996,968

こども青少年局 運営担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分一般調味料類・菓子類）
700,779

こども青少年局 運営担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分魚介類）
462,099

こども青少年局 運営担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.013）
479,270

こども青少年局 運営担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年9月28日変更実施分）
2,640

こども青少年局 運営担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センターコードレス電話機買入について
112,752

こども青少年局 運営担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成27年度こども相談センター事業用料金後納郵便の支出について（９月分）
71,774

こども青少年局 運営担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 第56回日本児童青年精神医学会総会への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年9月29日～10月1日実施分）
43,700

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（9月15日分　）
53,122

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第2回）
29,520
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こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業（性加害治療教育プログラム）スーパーバイズ講師謝礼の支出について（9月11日分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年10月23日実施分）
14,620

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター事業用適応行動尺度マニュアル外13点の買入及び同経費の支出について
781,917

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入について（９月分）
36,396

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（９月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター一時保護所用組立式プール一式借入経費について（９月分）
10,152

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成27年９月分）
18,958,530

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成27年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.014）
906,980

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（９月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 情緒障がい児外来治療センター事業用報償金（９月分）の支出について
97,200

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（９月分）の支出について
389,580

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成２７年９月分）の支出について
2,162,160

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター昇降機保守点検業務委託料（平成２７年９月分）の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（８月分）の支出について
111,262

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国児童相談所長会議及び全国児童相談所長会総会・全体協議会への参加にかかる所要経費の支出について（平成27年10月8日～9日実施分）
38,110

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度サポート要員派遣事業経費の支出について（下半期分）
1,150,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成２７年９月分）の支出について
997,380

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料（平成２７年９月分）の支出について
559,200

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度週末里親事業経費の支出について（下半期分）
4,838,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度里親制度普及促進事業経費の支出について（下半期分）
1,412,500

こども青少年局 運営担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成27年度メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第１回活動報告会）の支出について（10月２日実施分）
13,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年10月13日実施分）
1,600

こども青少年局 運営担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（平成２７年９月分）の支出について
86,086

こども青少年局 運営担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年10月14日実施分）
1,840

こども青少年局 運営担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成27年10月13日変更実施分）②
2,960

こども青少年局 運営担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成27年度こども相談センター一時保護所事業用ペーパータオルほか92点の買入及び同経費の支出について
1,440,973

こども青少年局 運営担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度里親等養育支援交流事業経費の支出について（下半期分）
987,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度里親認定前研修及び更新研修事業経費の支出について（下半期分）
700,000

こども青少年局 運営担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センター一時保護所平野分室プールろ過装置保守点検業務費用の支出について
43,200

こども青少年局 運営担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成27年度こども相談センターにおける臨床検査業務委託料の支出について（９月分）
47,830

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成27年８月分市内出張等旅費にかかる支出について
18,268

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園園児募集事務用品の購入にかかる所要経費の支出について
18,144

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 平成２８年度　市立幼稚園園児募集ポスター作成ならびに所要経費の支出について
66,852

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
253,170,170

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内民間保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
3,129,159,990

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
26,803,200

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　市内地域型保育施設子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
205,306,970

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育施設職員10月研修会にかかる所要経費の支出について（会場費）
19,350

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東淀川区：３回目）
5,667,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西淀川区：３回目）
1,301,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（阿倍野区：２回目）
1,639,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東住吉区：２回目）
6,438,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（旭区：３回目）
12,182,110

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（西成区：２回目）
4,116,590

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育施設職員10月研修会にかかる所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　普通旅費 平成27年９月分市内出張等旅費にかかる支出について
13,958

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成27年度保育所入所関係帳票（福祉五法システム）裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（9月分）
89,572
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こども青少年局 保育企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（東成区外９件・２９園分）９月分
220,752

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託　長期継続の実施並びに同所要経費の支出について（９月分）
194,400

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園機械警備業務委託の実施並びに同所要経費の支出について（北区外７件・１８園分）９月分
134,136

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保育施設・事業利用の案内外18点の印刷にかかる経費の支出について
1,974,132

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　印刷製本費 平成２８年度　保育施設・事業利用の案内外18点の印刷にかかる経費の支出について
395,388

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度　保育所等における地域子育て支援強化研修事業に係る所要経費の支出について（会費）
3,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園コピー機使用料の支出について（平成27年９月分）
598,015

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 平成２７年度全国国公立幼稚園・こども園長会並びに大阪府国公立幼稚園研究会にかかる経費の支出について
478,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
4,300,540

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市認定こども園及び幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
9,594,485

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２７年度　他市地域型保育事業子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
1,282,990

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月26日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 需用費　印刷製本費 「就学前カリキュラム概要版」リーフレット印刷にかかる経費の支出について
382,320

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度大阪市立大江幼稚園用地借地料の支出について（平成２７年４～９月分）
3,527,640

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市保育施設職員10月研修会にかかる所要経費の支出について（講師謝礼）
13,800

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市保育施設職員10月研修会にかかる所要経費の支出について（会場費）
20,700

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第17回大阪保育子育て人権研究集会参加に係る所要経費の支出について（会費）
64,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市保育施設職員10月研修会にかかる所要経費の支出について（講師謝礼）
29,540

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（認定こども園・幼稚園：２回目）
237,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（住吉区：２回目）
1,170,000

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 市立幼稚園非常通報装置にかかる保守点検業務委託実施経費の支出について（上半期分）
1,127,520

こども青少年局 保育企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成２７年度過年度調定分）の還付について（１０月分）
849,360

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉保育所５歳児保育室空調機分解清掃作業の実施及び同所要経費の支出について
57,780

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 加島第１保育所プレイルーム空調機分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
22,896

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月01日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 南大江保育所１歳児及び５歳児保育室空調機分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
86,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鷹合保育所調理室給湯器修繕の実施及び同所要経費の支出について
7,740

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月02日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 保育所用　庁内情報パソコンの修理及び同経費の支出について
109,080

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　保育必要時間申請書ほか１点 の印刷・購入及び同所要経費の支出について
20,736

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月５日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月６～１０月９日）１０月２週
9,859

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　保育必要時間申請書ほか１点 の印刷・購入及び同所要経費の支出について
48,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月05日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月５日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月６～１０月９日）１０月２週
26,580

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 住吉保育所３歳児保育室（保育室３）空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
473,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月06日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 大正保育所４歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
475,200

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　砂場ジャンボセット　８５個組ほか１０１点の購入及び同経費の支出について
351,734

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　長なわ ７ｍ（赤）ほか１６点の購入及び同経費の支出について
3,186

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　壁かけあそび　形あそび・りんごの木ほか６３点の購入及び同経費の支出について
252,558

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　割れない樹脂ミラーほか４点の購入及び同経費の支出について
38,664

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　砂場ジャンボセット　８５個組ほか１０１点の購入及び同経費の支出について
965,585

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　壁かけあそび　形あそび・りんごの木ほか６３点の購入及び同経費の支出について
613,818

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　割れない樹脂ミラーほか４点の購入及び同経費の支出について
79,164

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月07日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　長なわ ７ｍ（赤）ほか１６点の購入及び同経費の支出について
164,943

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（8月分）
34,643

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（8月分）
423,521

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　消火器の購入および同経費の支出について
21,204

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成27年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム8月分）の支出について
446,310

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月09日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長橋第２保育所洗濯機ベルト調整作業の実施及び同所要経費の支出について
5,616

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月１３日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月１３～１０月１６日）１０月３週
8,664

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月１３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月１３～１０月１６日）１０月３週
58,423

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南江口保育所５歳児保育室空調機取替工事の実施及び同所要経費の支出について
660,960
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阪南保育所０歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
386,640

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 磯路保育所０，１歳保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
399,600

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 加美第１保育所のフリールーム空調機排水作業の実施及び同所要経費の支出について
23,976

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月13日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１３日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月１３～１０月１６日）１０月３週
304,515

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託（８月開催分）
31,702

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備７７台にかかる保守点検業務の所要経費の支出について（上半期分）
81,648

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成２７年度市立保育所（御幸保育所）における電話料金の支出について（９月分）
2,557

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
257,580

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備７７台にかかる保守点検業務の所要経費の支出について（上半期分）
966,168

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月15日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所外１箇所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第１四半期分）
17,496

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　シュレッダーほか１４点の購入及び同経費の支出について
41,472

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用書籍　見てびっくり野菜の植物学ほか５２５点の購入および同経費の支出について
110,012

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　シュレッダーほか１４点の購入及び同経費の支出について
352,620

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用書籍　見てびっくり野菜の植物学ほか５２５点の購入および同経費の支出について
629,788

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阪南保育所１歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
505,440

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 柏里保育所５歳児保育室空調機取替工事の実施及び同所要経費の支出について
683,640

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 高松保育所５歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
490,320

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 十三保育所３歳児保育空調機（その２）修繕の実施及び同所要経費の支出について
34,452

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大正保育所ポータブルアンプ修繕の実施及び同所要経費の支出について
89,208

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阪南保育所１歳児保育室及び調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
20,412

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 佃保育所　ほか７か所プール組立及び解体業務（概算契約）について
624,240

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 喜連保育所支援センター空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,360

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 万領保育所事務室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,260

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月１９日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月２０～１０月２３日）１０月４週
4,400

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月１９日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２０～１０月２３日）１０月４週
44,695

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月19日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１９日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月２０～１０月２３日）１０月４週
416,790

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 南津守保育所調理室食器消毒保管庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
28,728

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 矢田教育の森保育所調理室冷凍冷蔵庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
24,408

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（９月分）
1,287,657

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その１）委託の所要経費の支出について（９月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その４）委託の所要経費の支出について（９月分）
68,040

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度　保育所運営事業委託料の支出について（１０月分）
354,158,754

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月20日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所機械警備業務（その３）委託の所要経費の支出について（９月分）
60,480

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２７年８月分）
50,740

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
189,310

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月22日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 関目保育所１歳児保育室空調機緊急取替工事の実施及び同所要経費の支出について
496,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリスノコほか３４点の購入及び同経費の支出について
63,504

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリスノコほか３４点の購入及び同経費の支出について
311,968

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
102,708

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成27年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（９月分）
709,540

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所外2か所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
568,620

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２７年度市立保育所夜間及び休日機械警備業務委託の所要経費の支出について（９月分）
73,872

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月23日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　冷凍冷蔵庫の購入及び同経費の支出について（天下茶屋保育所）
64,260

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 １０月２６日支出分　所外保育にかかる其他委員等旅費の支出について（１０月２７～１０月３０日）１０月５週
3,264

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月２６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２７～１０月３０日）１０月５週
27,850

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 西大道保育所調理室空調機緊急取替その他修繕工事の実施及び同所要経費の支出について
763,560

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月26日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月２６日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月２７～１０月３０日）１０月５週
47,160
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こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月27日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 南大江保育所３階相談室空調機取替工事の実施及び同所要経費の支出について
524,880

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　六面体パズル・９ｐｃｓ・のりものほか４５点の購入及び同経費の支出について
5,832

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クイップスほか２２点の購入及び同経費の支出について
104,544

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　バルーンズほか１２点の購入及び同経費の支出について
122,796

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　六面体パズル・９ｐｃｓ・のりものほか４５点の購入及び同経費の支出について
179,604

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 御崎保育所２・３歳児トイレ給湯器分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
9,936

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月28日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 南江口保育所４歳児保育室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 御幸保育所休日保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
80,352

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 野田保育所ポータブルアンプ修繕の実施及び同所要経費の支出について
78,840

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鴫野保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
44,518

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 松通保育所支援センター空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
105,192

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 北中本保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 御幸保育所一時保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
11,880

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長橋第２保育所ほか３か所ポータブルアンプ点検作業の実施及び同所要経費の支出について
18,900

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成27年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム9月分）の支出について
446,310

こども青少年局 保育所運営課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（１０月分）
265,020

環境局 環境管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－３・公害パトロール用・８月分）
1,915

環境局 環境管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－４・公害パトロール用・８月分）
1,519

環境局 環境管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－６・公害パトロール用・８月分）
4,651

環境局 環境管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－７・公害パトロール用・８月分）
13,819

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
432

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
2,950

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
700

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,200

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
900

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
7,300

環境局 環境管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 役務費　通信運搬費 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく保管等の届出の督促に関する郵送料金の支出について
22,878

環境局 環境管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分）
500

環境局 環境管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成27年８月分）
100

環境局 環境管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月8日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　備品修繕料 大気汚染常時監視用我孫子中学校測定局窒素酸化物自動測定機修繕に係る経費の支出について
143,748

環境局 環境管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用平成27年度淀川水質汚濁防止連絡協議会会費の支出について
6,700

環境局 環境管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 水質汚濁対策用ライフジャケットほか１点購入経費の支出について
73,774

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
14,280

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
100

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境保全関係業務処理システム機種更新に係るソフトウェア改修業務委託経費の支出について
2,527,653

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用大和川水環境協議会平成２７年度負担金に係る支出について
114,000

環境局 環境管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
300

環境局 環境管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　８月分
9,518

環境局 環境管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料金費用の支出について　８月分
6,200

環境局 環境管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用コンピュータ機器一式長期借入に係る使用料の支出について（９月分）
59,098

環境局 環境管理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（９月分）
5,560

環境局 環境管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成27年度　環境データ処理システム保守管理業務委託に係る委託料の支出について（第２四半期）
832,896

環境局 環境管理課 平成27年10月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式（その２）の借入（再リース）経費の支出について
69,120
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環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：平成２７年９月分）
379,563

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：平成27年11月分）
151,200

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：平成27年9月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用：平成27年11月分）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　環境影響評価用）
1,040

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（9月分　環境管理部　一般業務用）
2,778

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 共同利用施設維持管理用平成２７年度大阪市立共同利用施設の管理運営に係る経費の支出について（第３四半期）
3,173,412

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ機器一式長期借入に係る経費の支出について（親局：9月分）
448,524

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（子局：9月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 騒音振動対策用普通騒音計ほか２点の賃料経費の支出について（第２四半期）
101,114

環境局 環境管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（9月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南西部環境保全監視グループ市内出張交通費（事務連絡用、平成27年９月分）の支出について
1,300

環境局 環境管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 平成27年度 環境省 土壌・地下水環境研修に係る旅費の支出について(一般事務用)
29,450

環境局 環境管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 自動車騒音面的評価システムに係る機器の借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）平成27年９月分
5,940

環境局 環境管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用ステープラ用つづり針ほか16点の購入について
12,940

環境局 環境管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成27年８月分）
44,348

環境局 環境管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成27年　８月分）
22,740

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月25日実施分）
15,000

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 【西部環境保全監視グループ】一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
1,800

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
3,980

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－２・公害パトロール用・８月分）
2,074

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
300

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金の支出について（平成２７年９月分）
200

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入経費の支出について（９月分）
90,504

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金の支出について（平成２７年９月分）
400

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金の支出について（平成２７年９月分）
100

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【西部環境保全監視グループ】小口支払基金の支出について（平成２７年９月分）
100

環境局 環境管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
300

環境局 環境管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－１・公害パトロール用・９月分）
1,231

環境局 環境管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－２・公害パトロール用・９月分）
6,836

環境局 環境管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分）
500

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　事務連絡用）
11,066

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料（ＡＴＣ庁舎）の支出について（一般事務用：第２四半期分）
103,019

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－７・公害パトロール用・９月分）
12,344

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃Ｇ－４・公害パトロール用・９月分）
2,897

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 緊急対応に伴うタクシー代の支出について（環境情報グループ・一般事務用・平成27年9月14日分）
2,400

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（９月分）
14,622

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,600

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,700

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,800

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
100

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（１０月分）
2,000

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用今里交差点局不動産賃貸借に係る経費の支出について（第２四半期）
285,768

環境局 環境管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 航空機騒音測定用テントの買入経費の支出について（航空機騒音対策用）
83,980

環境局 事業管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（８月分）
600

環境局 事業管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（８月分）
12,380

環境局 事業管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（７月分）
240

環境局 事業管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（８月分）
1,640
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環境局 事業管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（８月分）
343,440

環境局 事業管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（8月分）
4,617,432

環境局 事業管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
661,421

環境局 事業管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
219,916

環境局 事業管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ボールバルブほか２点購入費（施設維持管理費）の支出について
57,132

環境局 事業管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
315,209

環境局 事業管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（8月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入費用の支出について（霊園事業運営用）
40,000

環境局 事業管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 一般廃棄物処理手数料納入用納入通知書にかかる市長印の印影印刷経費の支出について
7,020

環境局 事業管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（８月分）
399,185

環境局 事業管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（8月分）
93,916

環境局 事業管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 公衆トイレ及び喫煙設備清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ維持管理業務用）の支出について（８月分）
637,127

環境局 事業管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋買入経費（清掃ボランティア用）の支出について
1,464,642

環境局 事業管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 衛生マスクの購入経費（環境整備用）の支出について
19,440

環境局 事業管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター・西北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
300,753

環境局 事業管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
282,773

環境局 事業管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 平成２７年度無縁仏慰霊祭及び大阪市戦災犠牲者慰霊祭業務委託にかかる経費（霊園事業）の支出について
464,572

環境局 事業管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 市設杉本霊園樹木の伐採にかかる経費の支出について（霊園整備用）
313,200

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター工水加圧ポンプ運転不能緊急修繕費（施設維持管理用）の支出について
118,800

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（郵便局　平成27年8月分）
405,811

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
15,566,036

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　印刷製本費 規格葬儀取扱指定店制度ご案内パンフレット印刷経費の支出について（斎場事業運営用）
127,116

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
19,699

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　消耗品費 機能復旧ユニットほか１点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
141,156

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
4,077,310

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
21,453,702

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
8,635,992

環境局 事業管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
20,287,205

環境局 事業管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 負担金、補助及交付金　負担金 瓜破斎場デジタルトランシーバー使用に係る電波利用料の支出について（斎場事業運営用）
8,100

環境局 事業管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
256,250

環境局 事業管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成27年9月分）
123,984

環境局 事業管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計用ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成27年9月分）
38,102

環境局 事業管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
78,624

環境局 事業管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
3,733

環境局 事業管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 使用料及賃借料　使用料 大阪市設霊園霊地使用者募集抽選会会場及び音響設備使用(霊園整備用)にかかる経費の支出について
46,440

環境局 事業管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その１）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（９月分）
23,004

環境局 事業管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ホイルローダ月次検査・年次検査及びオイル交換等整備業務委託（その２）にかかる経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について（９月分）
8,100

環境局 事業管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（９月分）
65,340

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
315,578

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 北斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第２四半期
435,086

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 鶴見斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業管理用）第２四半期
76,732

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 小林斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第２四半期
67,947

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
16,200

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 佃斎場建物内警備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）第２四半期
69,942

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
441,288

環境局 事業管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（８月分）
18,824

環境局 事業管理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター粗大ごみ中継地詰所床面修繕経費（粗大ごみ中継地運営用）の支出について
119,880

環境局 事業管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
130,589
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環境局 事業管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（5月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（6月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター　機械警備業務委託費（センター警備用）の支出について（7月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成27年9月分）
139,722

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 家庭系ごみ収集輸送事業の民間委託化に伴う法律相談経費（ごみ収集輸送事業用）の支出について
24,133

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,544

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,894

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 南部環境事業センター　ガス吸収式冷温水機自動抽気装置購入費（施設維持管理用）の支出について
57,240

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
384

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（9月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
2,891,700

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,140,000

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（8月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
250

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年９月分）
20,736,000

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園ほか４霊園）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成27年９月分）
4,051,200

環境局 事業管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（９月分）
349,920

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）(9月分)
4,131,972

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,456,000

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
2,880,000

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について(斎場事業運営用　平成27年9月分）
3,890

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
15,924,334

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
26,441,618

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（9月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,082,932

環境局 事業管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,229,966

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドライブレコーダーほか１点（環境局）買入経費の支出について（交通事故防止対策用）
12,905,784

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期
115,836

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ウォーキングメジャーほか１点の購入経費（環境整備用）の支出について
9,180

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,132,000

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,842,000

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（８月分）
1,964,890

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（８月分）
515,720

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 ウォーキングメジャーほか１点の購入経費（環境整備用）の支出について
62,856

環境局 事業管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
13,200

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）
12,080

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）
360

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター　浴室蛍光灯器具取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
126,360

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度　粗大ごみ収集等申込受付業務委託経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
15,351,653

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,725,000

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,564,000

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,495,500

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
16,610

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（８月分）
8,270

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）
3,680

環境局 事業管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレの光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）の支出について（9月分）
147,592

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スプリングＡＳＳＹほか１点購入費（施設維持管理費）の支出について
80,136

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（9月分）
254,880
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環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
5,935,500

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（その２）（単価契約）の経費の支出（動物死体処理用）について（９月分）
1,882,576

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,045,500

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 霊園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,600

環境局 事業管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,034

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・城北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（9月分）
372,454

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター・東南環境事業センター・中部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（9月分）
398,023

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 西部環境事業センター卓上型アンプ購入費（施設維持管理用）の支出について
68,040

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 旅費　普通旅費 第６２回大都市公営葬務事業協議会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
149,400

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,844

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）
16,648

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託経費の支出について(斎場事業運営用)第２四半期分
63,093

環境局 事業管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
566,531

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
1,166

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
140

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
800

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,640

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
250

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 シート用ゴムバンドの購入経費の支出について（車両管理用）
47,790

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
327,344

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月08日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（都島区再振込分）
22,550

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
19,290

環境局 北部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
595,656

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27.8月分）
771,768

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．8月中継地分）
119,131

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．8月分）
1,786,968

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（27．8月分）
359,851

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーの購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
81,453

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（淀川区再振込分）
5,000

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・10月分）
16,891

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・9月分）
269,638

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
10,325

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 パンチほか１３点の購入に係る経費の支出について（一般事務用）
70,452

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
500

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（27年9月分）
250

環境局 東北環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　9月分市内等出張交通費の支出について
24,080

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
10,260

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,224

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
771,768

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２７年８月分）
1,786,968

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
1,550

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 平成27年度鶴見区エコクッキング教室講師料の支出について
38,660

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年8月分）
3,800

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月08日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
93,623

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
271,844

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月09日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用インクジェットプリンタ用印刷用紙ほか４点の購入経費支出について
138,078

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２７年８月分）
6,930

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（９月分）
682,881
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環境局 城北環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（９月分）
104,403

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（９月分）
262,672

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金支出について（城東区再振込分）
267,220

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（旭区再振込分）
61,745

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（鶴見区再振込分）
60,450

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
3,240

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
8,464

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,200

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,032

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,100

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
81,035

環境局 城北環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
266,993

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（８月分）
771,768

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（８月分）
1,191,312

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理者講習会証紙代の支出について（交通事故防止用）
22,500

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入並びに同経費の支出について（減量美化推進事業用）
71,280

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
930,717

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
3,628

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
70

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月21日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
750

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
383,184

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（１０月分）
22,032

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 普及啓発用変換アダプタの購入並びに同経費の支出について
6,264

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（９月分）
140,790

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（９月分）
397,086

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（９月分）の支出について
21,150

環境局 西北環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
59,220

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成27年8月分
25,027

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 エコ・クッキング教室の開催にかかる水切りネット購入の経費支出について（普及啓発用）
10,692

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３３～３９号）の支出について　（平成２７年８月分）
9,060

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３３～３９号）の支出について　（平成２７年８月分）
609

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年８月分
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年８月分
771,768

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（第３３～３９号）の支出について　（平成２７年８月分）
642

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（中央区再振込分）
23,600

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第３３～３９号）の支出について　（平成２７年８月分）
200

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２７年８月分
87,409

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２７年８月分）
2,400

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第２四半期分）
158,112

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（東住吉区再振込分）
80,860

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
4,052

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
85,807

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
33,123

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（９月分）
386,202

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成27年9月分
252,223

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２７年１０月分
4,946

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１０月分）
18,554

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
710
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環境局 中部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
1,650

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
771,768

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
595,656

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成27年9月分)
9,660

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成27年9月分
21,330

環境局 中部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　エレベーター設備保守点検整備業務委託料（庁舎管理用）の支出について
387,666

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
771,768

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
1,191,312

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
157,564

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
5,459

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
8,538

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
250

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,700

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（西区　再振込）
98,500

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（港区再振込分）
70,160

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（大正区再振込分）
63,632

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,041

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,160

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（10月分）
21,729

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（９月分）
660,198

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
140

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,980

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,400

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
79,491

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 クリアファイルほか34点 購入経費（一般事務用）の支出について
52,056

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（９月分）
688,860

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（９月分）
1,660

環境局 西部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
73,359

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
101,027

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（８月分）
771,768

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
267,925

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用蛍光灯の購入経費の支出について
26,676

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 運転日誌用　再生上質紙の購入経費の支出について
4,924

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（８月分）
1,080

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車両用　トラック用シートゴムの購入経費の支出について
23,371

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）９月分
375,289

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）１０月分
32,540

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
236,694

環境局 東部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
32,453

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等/8月分）
8,000

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
18,577

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
400

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（住吉区再振込分）
35,895

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
4,125

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度9月分　下水道料金の支出について（庁舎管理用）
407,797

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成27年度　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）
20,433

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年9月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
474,717

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について　第２四半期分（一般事務用）
92,594
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環境局 西南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年9月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
771,768

環境局 西南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成27年9月分　軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
595,656

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(８月分)
624,580

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
19,800

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(８月分)
1,029,024

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(８月分)
99,276

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（８月分）
10,860

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ袋（庁舎清掃用）購入にかかる経費支出について
84,240

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 掃除機ほか２点（庁舎管理用）購入にかかる経費の支出について
44,226

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
49,500

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
1,360,900

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（8月分）
80,784

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(8月分)
116,951

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（8月分）
285,771

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（8月分）
224,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）8月分
111,888

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（8月分）
787,691

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）
90,649

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）
403,005

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）
940,541

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）
130,248

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(8月分)
3,771,013

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(8月広域分)
5,940

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(7月広域分)
11,880

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 油圧プレス修理に係る経費の支出について（自動車整備用）
58,546

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用チューブレスタイヤ（Ａ）ほか２点の購入経費の支出について
527,904

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トラックゴム（収集作業用）購入経費の支出について
28,080

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
690

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（8月分）
163,848

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（8月分）
52,203

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（8月分）
457,313

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２７年度　整備主任者技術研修の受講に係る経費の支出について（自動車整備用）
27,216

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 脱脂洗浄剤の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）
70,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（8月分）
2,107,389

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（8月分）
2,499,055

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の買入経費の支出について（塵芥収集自動車用）（９月分）
35,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルの買入経費の支出について（自動車整備用）
133,704

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
168,480

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 消火器（Ａ）ほか２点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
27,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）９月分
75,600

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車）法定点検整備経費の支出について（胞衣等収集自動車整備用）９月分
29,376

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備経費の支出について（事務連絡自動車整備用）９月分
25,056

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 消火器（Ａ）ほか２点の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
2,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
189,216

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
35,640

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（９月分）
75,801

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道(庁舎管理用)の利用料金の支出について(１０月分)
14,850

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（三菱車マツダ車）及び軽自動車（三菱・胞衣車）法定点検整備経費の支出について（塵芥等収集自動車整備用）９月分
56,160
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環境局 南部環境事業センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）９月分
181,440

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
3,000

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
5,880

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
2

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
670

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）：９月分
75,254

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（９月分）
12,290

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸（Ａ）ほか３点の買入経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
208,764

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５/８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（塵芥収集自動車用）9月分
1,248,156

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について(一般事務用)第２四半期分
73,015

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 防震ゴムほか３５点の買入並びに同経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
533,336

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）
150,342

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（9月分）
234,846

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(９月分)
794,208

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費(分別収集の推進事業用)の支出について(９月分)
79,420

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(９月分)
556,620

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：９月分
9,900

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）９月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物車（三菱車・マツダ車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払について（塵芥収集自動車整備用）：９月分
32,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（塵芥収集自動車整備用）：９月分
98,400

環境局 南部環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（阿倍野区・西成区再振込分）
20,000

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用８月分）の支出について
5,450

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託経費（庁舎管理用）の支出について
27,216

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（９月分）
557,566

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（９月分）
42,213

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（９月分）
959,480

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,937

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張費（事務連絡用９月分）の支出について
22,030

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
55,098

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
771,768

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
595,656

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用１０月分）の支出について
850,749

環境局 東南環境事業センター 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報償費　報償金 減量美化推進事業用資源集団回収団体への報奨金の支出について（平野区再振込分）
70,600

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（８-９月分）
972

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２７年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（８月分）
1,388,622

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２７年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（８月分）
6,156

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 排出事業者指導用市営交通回数カードの購入経費の支出について
270,000

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 特定建築物減量啓発用リーフレットの印刷経費の支出について（減量指導事務用）
184,032

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月14日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度搬入票発行管理システム用機器一式借入経費の支出について（9月分）
80,676

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定建築物管理システム保守業務委託料の支出について（維持管理用）【９月分】
45,900

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
271,088

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
16,184

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）その２（９月分）
213,840

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 作業対象名簿管理システム用プリンタ一式借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年９月分）
7,538

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２７年９月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（一般事務用／９月分）
6,080

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
49,756

環境局 一般廃棄物指導課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２７年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷（その２）経費の支出について（９月分）
84,240
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用平野区ガレージセール実行委員会（平成27年9月4日平野区民センター）会場使用料の支出について
3,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用西成区民まつり（平成27年8月2日）一部負担協力金の支出について
20,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月02日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用西淀川区民まつり（平成27年9月19日）一部負担協力金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月06日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手の購入経費の支出について
7,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（鶴見区）会費の支出について
8,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野１号ほか１台）の修理費用の支出について
359,348

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（東淀２号）の修理費用の支出について
35,942

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野１号）の修理費用の支出について
393,336

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月09日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用リーチローダー（平野３号）の修理費用の支出について
90,374

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度　古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託(北区・都島区）にかかる８月分費用の支出について
4,776,625

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月13日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 西区推進員連合代表者会議（平成27年9月25日西区民センター）会場使用料の支出について
1,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用平野区ガレージセール実行委員会（平成27年9月28日平野区民センター）会場使用料の支出について
3,600

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月15日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（港区）会費の支出について
17,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年9月分）
4,535

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年9月分）
17,877

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成27年9月分）
893,288

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成27年9月分）
8,751

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第２回）の支出について（拠点回収事業用）
390,873

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用区民まつり（中央区）会費の支出について
20,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（入札に係る立入検査）
4,920

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（入札資格審査に係る立入検査）
4,140

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
304,279

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江１号）の修理費用の支出について
7,452

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南１号）の修理費用の支出について
399,913

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（９月分）
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（９月分）
6,480

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その３）費用の支出について（９月分）
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（９月分）
58,320

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用平成２７年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（９月分）
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　印刷製本費 地域住民との連携によるごみ減量事業用ごみ減量フェスティバルポスター・チラシ及び各区ガレージセール用ポスター印刷経費の支出について
322,442

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月22日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用都島区民まつり（平成27年9月26日）会費の支出について
17,380

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダーエンジンオイルの購入費用の支出について
50,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用ショベルローダーエンジンオイルの購入費用の支出について
81,216

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見３号）の修理費用の支出について
158,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（鶴見３号）の修理費用の支出について
388,044

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用平野区民まつり（平成27年10月31日）会費の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）費用の支出について（９月分）資源ごみ・容器包装プラスチック収集・輸送用
4,804,470

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成27年度資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）費用の支出について（９月分）資源ごみ・容器包装プラスチック収集・輸送用
4,804,470

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について（平成２７年９月分）
7,380

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について（平成２７年９月分）
15,990

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について（平成２７年９月分）
6,060

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成27年9月分）
5,238

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成27年9月分）
1,055

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
88,711

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（平野２号）の修理費用の支出について
288,684

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 特定家庭用機器廃棄物等の再商品化等業務委託経費９月分の支出について（廃家電再商品化事業用）
296,028

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
991,333

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
4,651,023
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環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
4,606,637

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,435,100

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
9,758,642

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
4,686,128

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,229,701

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,618,894

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,547,030

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,212,200

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
4,799,413

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 地域住民との連携によるごみ減量事業用名入れボールペン買入経費の支出について
240,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用平野区ガレージセール（平成27年10月4日平野区民センター）会場使用料の支出について
44,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月29日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用平野区ガレージセール（平成27年10月3日平野区民センター）会場使用料の支出について
43,760

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
46,685

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
8,960

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
4,800

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
5,819

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
432

環境局 家庭ごみ減量課 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（９月分）の支出について
543,726

環境局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（平成２７年９月分）
10,800

環境局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 負担金、補助及交付金　会費 普及啓発用「中之島公園『水辺のまちあそび』（水都大阪）」ブース出展料の支出について
75,900

環境局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,446

環境局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,340

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
6,294

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用、計理事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
432

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用、計理事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
6,140

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 事務連絡用、普及啓発用、計理事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
160

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
76,950

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
32,745

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
176,124

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入経費の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
370,780

環境局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　借入経費の支出について（一般事務用　平成27年９月分）
1,104,662

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 事務用椅子購入にかかる経費の支出について（庁舎管理用）
71,820

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 ファクシミリ機器使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
4,982

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　総務課（12階）設置分
50,131

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　大阪市役所設置分
1,985

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
25,638

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　朝日新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　総務課設置分
142,840

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　光熱水費 平成27年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成27年９月分）
642,884

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 平成27年度　環境局産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）（庁舎管理用）の支出について（第２四半期分）
181,030

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（平成27年９月分）
51,138

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）平成27年９月分
324,216

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年11月分）
54,000

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年11月分）
97,100

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年11月分）
16,393,968
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環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
13,527

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成27年11月分）
178,200

環境局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合分担金の支出について（第３四半期分）
2,582,457,000

環境局 企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分）
1,836

環境局 企画課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分）
204

環境局 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 第58回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員報酬の支出について
130,024

環境局 企画課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 第58回大阪市廃棄物減量等推進審議会用委員旅費の支出について
7,040

環境局 企画課 平成27年10月21日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　筆耕翻訳料 第58回大阪市廃棄物減量等推進審議会用会議録作成料の支出について
43,200

環境局 企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成27年９月分）
2,430

環境局 企画課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
151,012

環境局 職員課 平成27年10月02日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 女子作業服夏用シャツほか１点買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,562,976

環境局 職員課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍の購入経費の支出について(安全衛生用)
21,384

環境局 職員課 平成27年10月08日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成27年８月分・一般事務用)
7,890

環境局 職員課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 外傷救急薬ほか10点（職員課）買入経費の支出について（安全衛生用）
531,252

環境局 職員課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服１類夏用シャツ（環境局）の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,710,720

環境局 職員課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 作業服５類夏用円管服の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
831,600

環境局 職員課 平成27年10月19日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 需用費　消耗品費 クリアーホルダーほか９点の購入経費の支出について(一般事務用)
39,528

環境局 職員課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２７－１１）の支出について（渉外事故関係業務用）
52,740

環境局 職員課 平成27年10月22日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２７－１２）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,272,500

環境局 職員課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 市内交通回数カードの購入経費の支出について（一般事務用）
90,000

環境局 職員課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年９月分・一般事務用）
360

環境局 職員課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 合羽Cの購入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
162,810

環境局 職員課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業用合羽Ａほか３点（環境局）の買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
3,881,530

環境局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成27年９月分・一般事務用)
4,970

環境局 職員課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 斎場霊園費 斎場費 需用費　被服費 斎場接遇作業服合冬用ほか２点購入経費の支出について（斎場管理事業用）
391,500

環境局 施設管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラムの電気使用料金にかかる経費の支出について（７月～９月分）（設備維持管理用）
106,200

環境局 施設管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について(8月分)
2,995

環境局 施設管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（７月分）（施設維持管理用）
568,260

環境局 施設管理課 平成27年10月07日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成27年度　環境局港工場巡回警備業務委託経費（部分払い　平成27年8月分）の支出について（保安用）
51,553

環境局 施設管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 住之江総合会館簡易専用水道検査手数料(施設維持管理用)の支出について
8,640

環境局 施設管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
1,800

環境局 施設管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費の支出について（９月分）（施設維持管理用）
568,260

環境局 施設管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託の支出について（８，９月分）（施設維持管理用）
166,428

環境局 施設管理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成27年9月分）
16,796

環境局 施設管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
34,675,112

環境局 施設管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成２７年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業に係る建設委託料の支出について(処分場整備用・上半期分)
11,514,000

環境局 施設管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成２７年度もと南港工場煙突除染解体撤去工事（その２）監理業務委託（第２回中間出来高）経費の支出について（焼却工場解体用）
2,980,000

環境局 施設管理課 平成27年10月27日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成27年度　環境局港工場巡回警備業務委託経費（部分払い　平成27年9月分）の支出について（保安用）
49,890

環境局 施設管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラムの電気料金にかかる経費の支出について(７月～９月分）（施設維持管理用）
15,486

環境局 施設管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
33,210

環境局 施設管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託費の支出について（平成27年度7月1日～9月30日分）
184,680

環境局 施設管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２７年度南港ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）(９月分）の経費支出について
939,043

環境局 施設管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理施設整備費 委託料　委託料 平成27年度　もと森之宮工場敷地地歴調査等業務委託経費の支出について（土壌調査用）
864,000

環境局 環境施策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（５・６月分）
43,395

環境局 環境施策課 平成27年10月13日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 地球環境保全推進用　UNEP国際環境技術センタードアクローザー修繕の実施にかかる経費の支出について
27,000

環境局 環境施策課 平成27年10月15日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 平成27年度もと大阪市立環境学習センターの電話回線に係る経費の支出について（平成27年9月請求分）
2,729

環境局 環境施策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成27年９月27日～10月２日出張分）（環境省研修）
29,760

環境局 環境施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　特別旅費 海外事業展開用　ベトナム社会主義共和国ホーチミン市への本市職員海外出張にかかる旅費支出について
116,420
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環境局 環境施策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,916

環境局 環境施策課 平成27年10月26日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
284

環境局 環境施策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
20,740

環境局 環境施策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 地球環境保全推進用　平成27年度UNEP国際環境技術センター警備業務委託料の支出について（4月分～8月分）
3,284,517

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 大阪市立住まい情報センター指定管理予定者選定委員会専門委員に係る報償金の支出について
32,506

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第１回大阪市耐震改修支援有識者会議にかかる支出について（追加分）
3

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２７－１）経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-41）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-60）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-109）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-34）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成27年10月分）
6,398,643

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-151）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-50）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-30）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-17）
23,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（８月分再支出）
468

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成27年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（8月分）
2,107,135

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる書類運搬等業務委託の経費の支出について
21,600

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成27年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（8月分）
2,277,665

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-127）
90,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-96）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-58）
100,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-71）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-108）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住宅情報提供システム用情報処理機器（その2）長期借入に係る使用料の支出について（平成27年9月分）
269,179

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
4,672

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
768

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（27-02）
3,496,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
288

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
13,880

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（９月分）及び消耗品の購入にかかる支出について
64,482

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成27年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（9月分)
1,843

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-176）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-68）
988,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-65）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-33）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-9）
880,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-141）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年9月分住宅政策グループ）
5,546

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
2,160

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年9月分住宅政策グループ）
2,172

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成27年9月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
6,988

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成27年9月分住宅政策グループ）
5,410

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理事業用平成27年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第３四半期分）
73,803,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
1,910

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 第１回大阪市立住まい情報センター指定管理予定者選定会議に係る報償金の支出について
86,655
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都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
448

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（平成27年9月分）
2,116,800

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（９月分）の支出について
1,510

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　に係る郵便料の支出について（平成２７年９月分）
56,630

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（９月分）
7,560,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-1-74）
270,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-3）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-8）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-81）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-7）
973,000

都市整備局 住宅政策課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成27年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H27-2-130）
1,200,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（8月分）
27,417

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（8月分）
864

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（8月分）
21,232

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 市内出張等にかかる旅費の支出について（8月分）
11,792

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住宅地区改良事業に係る浅香中住宅外灯電気料金の支出について（９月分）
8,742

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　腐葉土外12点の買入経費の支出について
736

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　竹ほうき外14件の買入経費の支出について
42,076

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　火箸外8件の買入経費の支出について
35,662

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　火箸外8件の買入経費の支出について
518

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　腐葉土外12点の買入経費の支出について
88,418

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 まちかど広場整備事業用　竹ほうき外14件の買入経費の支出について
1,620

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変27-4）
561,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２４－１２）
15,774,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２７－４）（実施設計）
3,390,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２７－１）（除却・実施設計）
3,751,000

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（9月分）
13,153

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅3号館共益電気料金の支出について（9月分）
18,315

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（9月分）
31,842

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第6住宅共益電気料金の支出について（9月分）
25,217

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（9月分）
17,484

都市整備局 住環境整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２７－５）（実施設計）
18,352,000

都市整備局 区画整理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(8月分)
480

都市整備局 区画整理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(8月分)
4,508

都市整備局 区画整理課 平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２７年度放出駅前自由通路清掃業務委託の支出について（８月分）
171,508

都市整備局 区画整理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 3級及び4級基準点測量成果検定業務委託にかかる委託料の支出について
98,064

都市整備局 区画整理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成２７年度建設生産システム（監督員級）研修にかかる出張旅費の支出について
3,918

都市整備局 区画整理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「平成２７年度　国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）」外３点の買入代金の支出について
48,492

都市整備局 区画整理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用等「平成２７年度版　国土交通省土木工事積算基準」外７点の買入代金の支出について
36,505

都市整備局 区画整理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 備品購入費　図書購入費 区画整理事業用等「平成２７年度版　国土交通省土木工事積算基準」外７点の買入代金の支出について
7,646

都市整備局 区画整理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 区画整理事業用等「平成２７年度版　国土交通省土木工事積算基準」外７点の買入代金の支出について
13,381

都市整備局 区画整理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 測量・地図の中級講習会の受講料の支出について
30,000

都市整備局 区画整理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２７年度区画整理事業用軽トラック長期借入料の支出について（７月～９月分）
45,360

都市整備局 区画整理課 平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（９月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 都市整備局所管用地産業廃棄物収集運搬処分業務委託の支出について
43,200

都市整備局 区画整理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉東部地区街灯電気料金の支出について（９月分）
66,054

都市整備局 区画整理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200

都市整備局 区画整理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200
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都市整備局 区画整理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所４月分、５月分、６月分）
134,790

都市整備局 区画整理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
79,756

都市整備局 区画整理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
2,768

都市整備局 区画整理課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
14,357

都市整備局 区画整理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
2,280

都市整備局 区画整理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
5,540

都市整備局 区画整理課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 第120回　大都市土地区画整理主務者会議にかかる参加負担金の支出について
10,000

都市整備局 区画整理課 平成27年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁９月分）
36,479

都市整備局 区画整理課 平成27年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用補償金算定システム用パソコン借入　長期継続に伴う経費の支出について（9月分）
50,641

都市整備局 区画整理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について(8月分)
36,600

都市整備局 区画整理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステムの長期借入にかかる使用料の支出について(平成27年度第2四半期分)
331,710

都市整備局 区画整理課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用平成22年度測量計算CADシステム借入にかかる使用料の支出について(長期契約 平成27年度第2四半期分)
371,757

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
5,078

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（９月分）
8,522

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
26,283

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内及び近距離管外出張交通費の支出について（９月分）
37,794

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
100

都市整備局 区画整理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用平成22年度普通自動車(バン)借入にかかる船車賃借料の支出について(長期契約 平成27年度9月分)
86,940

都市整備局 区画整理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度大都市市街地整備主管局長会議にかかる負担金の支出について
10,000

都市整備局 区画整理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200

都市整備局 区画整理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
800

都市整備局 区画整理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について(８月分)
820

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について(８月分)
11,342

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重27－2）
323,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（９月分）
4,276

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業(C-3地区)児童遊園整備工事 積算設計業務委託費の支出について
270,000

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生野区南部地区整備事業（C-3地区）児童遊園整備工事設計業務委託費の支出について
464,400

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（４～６月分）
75,718

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について(９月分)
3,720

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張等交通費の支出について(９月分)
7,142

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１０月分）
26,550

都市整備局 生野南部事務所 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅２・９･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（１０月分）
100,206

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月05日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について
869,100

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（完了払）
104,650

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴う架空配線路移設補償金の支出について―４（前金払）
752,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における立退補償金の支出について（完了払）
867,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
2,001,775

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
282,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（第2四半期分）
913,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
385,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
160,525

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第2四半期分）
5,925,350

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（8月13日～9月30日分）
974,950

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月14日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
272,150
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都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（９月分）
1,620

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
5,250

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
10,640

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
11,628

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
3,780

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
82

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（９月分）
37,556

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（９月分）
25,152

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成27年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（9月分）
37,775

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における地中障害物に伴う損失補償金の支出について
270,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
435,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月02日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
731,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
223,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
652,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
642,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月07日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
15,000,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
17,465

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月08日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
3,788

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
699,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
249,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月09日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
2,210,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,636

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,800

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
505

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 新三国住宅２号館第２期ガス設備工事の工事前払金の支出について
440,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第２四半期）
156,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月13日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
11,005,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月15日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
699,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
5,197,300

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
3,325,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２７年９月分）
70,017

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月19日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２７年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２７年７月から９月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（９月分）の支出について
6,978

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成２７年度近畿地方整備局管内研修（道路管理研修）にかかる管外出張旅費について（１０月６日～１０月９日）（研修認定会議、認定済）
4,068

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（９月分）の支出について
10,266

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
516,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 新三国住宅２号館第２期建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について
1,899,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事務用等市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
2,597

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 旅費　普通旅費 再開発事務用等市内出張旅費の支出について（平成２７年９月分）
15,888

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２７年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１１月分）
905,004

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 委託料　委託料 平成２７年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
454,642

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度あべのメディックス保留床管理費等の支出について（１１月分）
241,336

都市整備局 阿倍野再開発課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２７年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
142,564

都市整備局 建設課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 北津守第3住宅1号館解体撤去設備工事設計業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
528,120

都市整備局 建設課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 秀野西住宅５号館耐震改修その他工事　第２次設計変更　設計業務委託(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
178,200

都市整備局 建設課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 北津守第3住宅1号館解体撤去設備工事設計業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用等）
443,880

都市整備局 建設課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 天津橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
670,200

都市整備局 建設課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 天津橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(仮移転・後金)
76,600
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都市整備局 建設課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 天津橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(仮移転・後金)
4,136,000

都市整備局 建設課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮第２住宅建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,134,000

都市整備局 建設課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 天津橋住宅６・７・８号館屋外その他工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,680,000

都市整備局 建設課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 井高野第4住宅1・2・3号館解体に伴う給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,608,200

都市整備局 建設課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南住宅用地給水管撤去工事（完成金）の支出について（住宅建設事業用）
1,620,000

都市整備局 建設課 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連電気料金の支出について
1,562

都市整備局 建設課 平成27年10月07日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅６・７号館畳工事－２（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,640,000

都市整備局 建設課 平成27年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 日之出北住宅３号館電気設備工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,020,000

都市整備局 建設課 平成27年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 勝山住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 用地管理業務用プラ単管バリケード外２点の買入にかかる経費の支出について
56,505

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅10・11・12・13・14・15・16号館外1件解体撤去工事　設計業務委託（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
440,000

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 矢田住道住宅1・2・3・4・5号館解体撤去工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
32,970,000

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 小松南住宅６・７号館解体撤去工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
20,170,000

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 日之出北住宅３号館給水衛生設備工事(前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
7,040,000

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 御幣島住宅２・５・６号館耐震改修その他工事(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
27,001,160

都市整備局 建設課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
226,600

都市整備局 建設課 平成27年10月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設事業用平成２７年度佃２丁目土壌地歴調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
270,000

都市整備局 建設課 平成27年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度大都市住宅建設担当者会議にかかる負担金の支出について
8,000

都市整備局 建設課 平成27年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 市営敷津東住宅用地の賃借料の支出について
12,120,114

都市整備局 建設課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 鶴町住宅1号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について(公営住宅建設事業用)
83,592

都市整備局 建設課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幣島住宅2･5･6号館耐震改修その他工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,749,200

都市整備局 建設課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅1号館建設工事　設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
113,400

都市整備局 建設課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連ガス料金の支出について
912

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
6,062

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
768

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
41,265

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（９月分）
55,228

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　第2次設計変更　設計業務委託に係る経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
82,080

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 建築積算システムソフト保守業務委託経費の支出について(９月分）公営住宅建設事業用
32,400

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（その２）（９月分）公営住宅建設事業用
15,120

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（９月分）公営住宅建設事業用
16,092

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）（９月分）公営住宅建設事業用
26,784

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと西難波住宅の地上権設定に基づく賃貸借料の支出について（第２四半期分）
677,865

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 大和田第３住宅１号館建設工事(中間前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
99,290,000

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 井高野第４住宅１・２・３号館解体撤去工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
28,810,000

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 西喜連住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　設備グループ）
864

都市整備局 建設課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 池島住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成27年10月22日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
8,990

都市整備局 建設課 平成27年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
43,546

都市整備局 建設課 平成27年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
7,920

都市整備局 建設課 平成27年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　建設設計グループ）
480

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
3,911

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
48,881

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(茨田大宮第1住宅3号館)の支出について(公営住宅建設事業用)
534,200

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
64,800

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 茨田大宮第２住宅建設工事　設計業務委託４にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
880,200

都市整備局 建設課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅事業用等市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
17,287
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都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
6,416

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
5,500

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
24,856

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 諏訪住宅用地の賃借料の支出について（上半期　８・９月分）
3,978,546

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
3,620

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
105,673

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
27,042

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅5号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,328,000

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅1号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
205,200

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 大和田第3住宅1号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,598,000

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　会費 第47回　大都市設備技術担当者会議にかかる負担金の支出について
6,000

都市整備局 建設課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（９月分　工事グループ）
3,700

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他81件防犯灯電気料金（９月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
102,185

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅６・７号館設備工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
137,160

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅５号館設備工事　設計変更　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
137,160

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 新生江住宅１号館第２期建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,077,000

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第5住宅5号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,346,000

都市整備局 建設課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅１号館建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,360,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 地質調査要領説明会への参加にかかる受講料及びテキスト代の支出について（10月20日開催分）
4,900

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 地質調査要領説明会への参加にかかる受講料及びテキスト代の支出について（10月20日開催分）
6,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 高松住宅１号館の共用電気代（７月～９月）の支出について
63,532

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１０月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,522

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅1号館(1区)建設工事他1件監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,420,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅１号館建設工事他１件監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,031,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,678,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東喜連第３住宅１３号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,486,160

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 東喜連第３住宅１３号館解体撤去工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
17,942,040

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 伝法住宅１号館建設工事（第3回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
487,200,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館建設工事（第4回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
328,390,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西喜連第5住宅5号館建設工事（第4回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
88,470,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 市営住宅管理事務所建設その他工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,540,000

都市整備局 建設課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　新規工事費 市営住宅管理事務所建設その他工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
43,460,000

都市整備局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　毛馬東住宅ほか13件　電気代９月分の支出について（請求書14通）
17,668

都市整備局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
24,973

都市整備局 管理課 平成27年10月01日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅　電気代９月分の支出について（請求書１通）
19,987

都市整備局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 送達証明・執行文付与申請用印紙代の購入及び経費の支出について（９月引継分）
9,150

都市整備局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用天津橋住宅6～8号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
152

都市整備局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館9月分電気代の支出について
5,923

都市整備局 管理課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用平野市町住宅３号館９月分の電気代の支出について
7,043

都市整備局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用南津守第2住宅2号館9月分電気代の支出について
61,825

都市整備局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館9月分電気代の支出について
75,892

都市整備局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館9月分電気代の支出について
48,914

都市整備局 管理課 平成27年10月05日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　井高野第4住宅電気代　９月分の支出について（請求書４通）
3,172

都市整備局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
19,706

都市整備局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
12,000

都市整備局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅９月分の電気代の支出について
18,142

都市整備局 管理課 平成27年10月08日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅2号館電気代　９月分の支出について（請求書１通）
20,607

都市整備局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館他1件9月分電気代の支出について
8,651
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都市整備局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　両国住宅電気代　９月分の支出について（請求書1通）
5,099

都市整備局 管理課 平成27年10月09日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
25,369

都市整備局 管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代6~9号館　９月分の支出について（請求書５通）
11,388

都市整備局 管理課 平成27年10月13日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅電気代１号館　９月分の支出について（請求書１通）
14,035

都市整備局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用　下新庄住宅ほか６件　電気代９月分の支出について（請求書７通）
5,598

都市整備局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書４通）
66,840

都市整備局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅1号館、城北住宅2号館　電気代　９月分の支出について　　（請求書２通）
32,402

都市整備局 管理課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅1～10号棟９月分の電気代の支出について
39,835

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１４件）
1,468,800

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用送付用封筒（窓付き・Ａ４三つ折り書類送付用）外１点の買入費用の支出について
124,200

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１４件）
1,050,000

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用平成27年度住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託に係る経費の支出について（平成27年9月分）
35,640

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成27年9月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅2号棟９月分の電気代の支出について
518

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅19・25号棟９月分の電気代の支出について
11,627

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅14号館９月分の電気代の支出について
87,927

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６号館電気代　９月分の支出について（請求書２通）
3,886

都市整備局 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月9月分電気代の支出について
61,850

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（１０月分）
129,000

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟に係る収入印紙の支出について
5,000

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年9月分）にかかる支出について
10,978,238

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅７～９号館電気代　９月分の支出について（請求書11通）
1,108

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館　電気９月分の支出について（請求書１通）
15,348

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅１～５号館電気代　９月分の支出について（請求書６通）
166,737

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８号館９月分電気代の支出について
28,432

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第２住宅１～３号館電気代　９月分の支出について（請求書１通）
5,030

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１～２号館電気代　９月分の支出について（請求書１通）
7,129

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅２，４，６～１１号館電気代　９月分の支出について（請求書２通）
19,347

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年9月分）にかかる支出について
44,226

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅9月分電気代の支出について
28,577

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅6・8～10号館、加島第2住宅2号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
25,247

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年9月分）にかかる支出について
24,084,079

都市整備局 管理課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託（平成27年9月分）にかかる支出について
2,329,227

都市整備局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成27年9月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）に係る経費の支出について（平成27年9月分）
90,288

都市整備局 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成27年9月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 平成27年10月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
66,000

都市整備局 管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅維持管理用平成２７年度シュレッダー（住宅部１階）の賃貸借料の支出について（9月分）
1,166

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　11月分
267,219

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
286,017,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　11月分
71,259

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
552,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅１６号館電気代　９月分の支出について（請求書４通）
1,450

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅１号館９月分電気代の支出について
88,009

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　八幡屋宝町第3住宅１号館　電気代９月分の支出について（請求書２通）
16,289

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅６～１２号館電気代　９月分の支出について（請求書８通）
48,584

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第５住宅２号館９月分電気代の支出について
83,564

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅　　電気代９月分の支出について（請求書１通）
13,861
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都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
3,337,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅電気代　９月分の支出について（請求書２通）
38,311

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
2,538,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
1,041,310,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
112,122,000

都市整備局 管理課 平成27年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２７年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託費の支出について（平成２７年度　第３回）
2,375,000

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　９月分
45,983

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　１０月分
502,442

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　１０月分
157,341

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅9.10.21号館、福住宅1～3号館、電気代　９月分の支出について（請求書６通）
71,603

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～１０号館、日之出第3住宅1号館　電気代９月分の支出について（請求書９通）
114,502

都市整備局 管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅7.8.10.11号館　電気代９月分の支出について（請求書４通）
138,466

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１～２号館　電気代９月分の支出について（請求書６通）
7,951

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
69,162

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件9月分電気代の支出について
40,892

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅１～２号館　電気代９月分の支出について（請求書１通）
14,791

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅4・７号館、加島第2住宅1号館　電気代９月分の支出について（請求書６通）
21,061

都市整備局 管理課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅、飛鳥住宅1.3.4号館,飛鳥西住宅1～2号館　電気代　９月分の支出について（請求書７通）
110,811

都市整備局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（９月分）
1,588

都市整備局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（９月分）
5,912

都市整備局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（９月分）
21,159

都市整備局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張交通費の支出について（９月分）
33,646

都市整備局 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（９月分）
63,827

都市整備局 保全整備課 平成27年10月01日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書５通）
29,790

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費（８月分）の支出について
1,778

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年８月分）
133,559

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年８月分）
82,799

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅敷地への自治会設置駐車場の解消等に向けた平成２７年度法律相談にかかる報酬の支出について（平成２７年８月分）
163,799

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費（８月分）の支出について
20,574

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（８月分・９月分請求書８通）
31,582

都市整備局 保全整備課 平成27年10月02日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費（８月分）の支出について
30,879

都市整備局 保全整備課 平成27年10月07日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書１０通）
29,718

都市整備局 保全整備課 平成27年10月13日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書１２通）
72,636

都市整備局 保全整備課 平成27年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書２１通）
43,720

都市整備局 保全整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南方住宅2･4号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
150,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南方住宅2･4号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
7,340,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　放出西住宅1～4号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
8,790,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　波除住宅屋外整備その他工事費の支出について（前払金）
2,100,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 府営住宅移管に伴う地上デジタル放送の「再放送同意申込書」提出に伴い発生する経費の支出について
10,800

都市整備局 保全整備課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　泉尾第５住宅（１号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
27,140,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月19日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第２住宅（２号館）排水管改修工事費の支出について（前払金）
20,240,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第2四半期分）
34,460,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　松崎第２住宅（２号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
5,060,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　毛馬住宅（６号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
5,730,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　巽北住宅（１号館）自動火災報知設備改修工事費の支出について（前払金）
2,380,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第8住宅1･2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
6,850,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅共同施設整備費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　宮津住宅屋外整備その他工事費の支出について（完成金）
2,901,960

都市整備局 保全整備課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書４７通）
180,231
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都市整備局 保全整備課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・請求書２通）
2,089

都市整備局 保全整備課 平成27年10月26日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　津守第3住宅1号館屋上防水改修工事費の支出について（前払金）
2,970,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東三国住宅1･2号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
13,440,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中加賀屋住宅9･10･12･13号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
14,050,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・１０月分　請求書６通）
36,811

都市整備局 保全整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長居住宅1号館外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
5,890,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大浪橋住宅1～3号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（前払金）
9,120,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
5,998

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
24,995

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
27,554

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その９）費の支出について（第2四半期分）
1,030,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第2四半期分）
24,350,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その４）費の支出について（第2四半期分）
18,180,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１０）費の支出について（第2四半期分）
2,450,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第2四半期分）
33,740,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第2四半期分）
18,340,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その８）費の支出について（第2四半期分）
9,330,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その２）費の支出について（第2四半期分）
33,670,000

都市整備局 保全整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用　市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その７）費の支出について（第2四半期分）
32,690,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用　住之江区役所屋上防水改修工事設計業務委託費の支出について（完了金）
437,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 橋梁事業用　中津高架橋下施設解体撤去工事第３期設計業務委託費の支出について（完了金）
1,126,240

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　神津小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
691,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　酉島小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
19,035,360

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他工事費の支出について（完成金）
46,253,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　鶴町小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
18,221,240

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南百済小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
60,470,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
19,949,320

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大桐小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
66,018,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他工事費の支出について（完成金）
20,575,760

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
4,704

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
3,968

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　井高野小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,401,840

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年８月分）の支出について
395,363

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　高松小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
28,440,720

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中津小学校外1校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,626,480

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大和田小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
34,086,960

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　聖和小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
27,440,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　阪南小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,334,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　桜宮小学校空調機設置機械設備工事－２費の支出について（完成金）
35,236,080

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大桐小学校外5校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
15,378,120

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西九条小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
20,100,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三先小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
31,205,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　都島小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
7,162,560

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉川小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
7,228,440

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西淀川特別支援学校体育館天井改修機械設備工事費の支出について（完成金）
2,357,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平野特別支援学校体育館天井改修機械設備工事費の支出について（完成金）
1,044,760

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用等　平野特別支援学校バス乗降場上屋設置その他工事費の支出について（完成金）
4,501,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　歌島小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
34,942,280



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報
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都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中大江小学校空調機設置機械設備工事－２費の支出について（完成金）
25,968,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　桃陽小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
12,476,720

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加賀屋東小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
35,281,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大宮西小学校外1校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,164,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　伝法小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
14,735,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　中川小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
14,702,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等　平野特別支援学校バス乗降場上屋設置その他工事費の支出について（完成金）
4,212,040

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大宮西小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
19,013,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神路小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
30,931,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　香簑小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
38,722,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大領小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
43,211,160

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　扇町小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
15,181,080

都市整備局 企画設計課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　巽東小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
15,767,760

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　中央区役所１階ロビー・中央区民センターホール天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
4,360,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　新北島小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
2,420,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　下新庄小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,669,680

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　淀商業高等学校増築その他工事積算設計業務委託-3費の支出について（完了金）
2,000,160

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　中央小学校管理棟ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,395,360

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,724,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用等　島屋小学校直結給水化その他改修機械設備工事費の支出について（完成金）
9,855,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今川小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,391,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大開小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
17,373,760

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉造小学校外１校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,328,560

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大和田小学校外4校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,203,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用等　島屋小学校直結給水化その他改修機械設備工事費の支出について（完成金）
5,563,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　北中島小学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
70,740,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　梅南津守小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
121,070,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
21,962,416

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　島屋小学校体育館天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
3,074,714

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今津小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
11,593,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　岸里小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,490,480

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住吉川小学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
7,109,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加島小学校外10校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（第１回中間金）
9,850,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　清江小学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
9,232,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　平林小学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
8,668,680

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　島屋小学校体育館天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,319,519

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　島屋小学校体育館天井改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
6,784,927

都市整備局 企画設計課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　開平小学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,368,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
479,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 委託料　委託料 橋梁事業用ほか　中津高架橋下施設解体撤去工事外１件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,640,960

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用　島屋小学校教室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
195,480

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用　島屋小学校給食室改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
267,840

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　茨田南小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
26,312,235

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加賀屋東小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,441,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　弘済小学校分校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
38,880

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苅田小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
50,679,160

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南恩加島小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
59,745,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　弘済小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,217,320
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都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　千本小学校外6校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（前払金）
15,220,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　茨田北小学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
11,070,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　南港緑小学校外6校体育館等天井改修工事費の支出について（前払金）
29,160,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他工事費の支出について（一部完成金）
8,335,980

都市整備局 企画設計課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 用地買収用　堀川幼稚園解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
340,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　清水小学校改修その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
13,446,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用　平成２７年度　シュレッダー借入（公共建築部）にかかる支出について
2,070

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 こども青少年事業用ほか　中津住宅8号館・中津保育園耐震改修設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
55,944

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　城北住宅１５号館・大阪YWCA大宮保育園耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
3,303,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事費の支出について（完成金）
2,196,370

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 こども青少年事業用ほか　中津住宅8号館・中津保育園耐震改修設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
227,016

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用　城北住宅１５号館・大阪YWCA大宮保育園耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
26,621,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事費の支出について（完成金）
8,914,190

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修用　城北住宅１５号館・大阪YWCA大宮保育園耐震改修その他工事費の支出について（前払金）
8,885,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　梅南津守小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,640,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　梅南津守小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
510,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　桃陽小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,853,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　巽東小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
5,511,240

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　鯰江小学校外３校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,786,880

都市整備局 企画設計課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　木川小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,033,960

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年９月分）
31,612

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２７年９月分）
15,584

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他工事費の支出について（完成金）
74,854,360

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
333,880

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　三国小学校プール設置その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,163,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新平野西小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
107,395,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　喜連西小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
60,861,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　諏訪小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
49,385,560

都市整備局 企画設計課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　関目東小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
24,013,960

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 認定研修「（大阪）給排水衛生設備に関する実務教育講座」にかかる参加費の支出について
6,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　玉造幼稚園天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,897,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 工事請負費　新規工事費 道路事業用　中津高架橋下施設解体撤去工事費の支出について（完成金）
3,558,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 橋梁事業用　中津高架橋下施設解体撤去工事費の支出について（完成金）
49,412,160

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　住吉川小学校体育館天井改修工事外３件監理業務委託費の支出について（完了金）
1,509,840

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　鯰江小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
42,487,720

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三先小学校外2校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
5,416,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南恩加島小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
7,294,320

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今津小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
28,592,040

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南港桜小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
20,984,040

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　梅香小学校外１校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
8,215,560

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　開平小学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
7,335,240

都市整備局 企画設計課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　野田中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
18,680,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　玉出小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,139,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　住吉商業高等学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,089,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
907,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２７年９月分）の支出について
80,940

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
6,691,240

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　住之江特別支援学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
4,813,560
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都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大和川中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
9,378,960

都市整備局 企画設計課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　梅香小学校外1校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
11,274,440

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,384,150

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　新規工事費 公園事業用　天王寺動物園（仮称）新連絡ゲート新築工事費の支出について（完成金）
82,638,360

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　三軒家東小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,834,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等　島屋小学校体育館天井改修その他工事費の支出について（完成金）
10,882,046

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎建設用等　島屋小学校体育館天井改修その他工事費の支出について（完成金）
5,410,514

都市整備局 企画設計課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　摂陽中学校外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
21,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　貫江田幼稚園天井改修工事費の支出について（完成金）
4,442,040

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　玉造幼稚園天井改修工事費の支出について（完成金）
4,797,360

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園（仮称）新連絡ゲート新築工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
486,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園（市民の森）便所新築工事費の支出について（前払金）
6,550,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　野里小学校エレベーター棟増築その他工事設計業務委託－３費の支出について（完了金）
874,800

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　加美南中学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
510,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苅田小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,449,920

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神路小学校外１校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,742,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　清水丘小学校空調機設置機械設備工事－２費の支出について（完成金）
19,667,080

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他工事費の支出について（完成金）
71,391,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
183,299,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　茨田北小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,745,280

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東淀工業高等学校増築その他工事設計業務委託－３費の支出について（完了金）
1,620,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美南部小学校外７校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
13,791,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校外１校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,152,440

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　其他委員等旅費 住宅総務事業用　市内出張交通費（平成２７年９月分）の支出について
2,806

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　淀商業高等学校増築その他工事設計業務委託－３費の支出について（完了金）
3,240,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　東住吉中学校増築その他工事費の支出について（第５回中間金）
16,250,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　三軒家東小学校第2期増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
22,377,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他電気設備工事費の支出について（一部完成金）
28,174,104

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他電気設備工事費の支出について（一部完成金）
576,480

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　梅南中学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
11,290,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月26日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　長吉中学校外壁改修工事費の支出について（前払金）
13,720,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
248,400

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　貫江田幼稚園天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,911,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 こども青少年事業用　愛珠幼稚園園舎耐震改修その他工事費－２の支出について（第２回中間金）
9,780,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 工事請負費　改修工事費 橋梁事業用　中津高架橋下施設第2期解体撤去工事費の支出について（前払金）
4,970,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用ほか　中津住宅８号館・中津保育園耐震改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,008,720

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 消防設備費 消防設備費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署建設工事－２監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
6,172,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　東住吉中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,045,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　高殿小学校外７校体育館天井改修工事外１件監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,768,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
29,848

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
1,760

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築計画調査事務用平成２７年度大都市設備技術担当者会議参加に伴う会議費の支出について
12,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築計画調査事務用平成２７年度大都市営繕工事担当者会議参加に伴う会議費の支出について
5,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 弘済院整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
1,140

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
820

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　野里小学校エレベーター棟増築その他設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
163,080

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　新北島小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
1,574,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　茨田南小学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
378,000
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都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
305,051

都市整備局 企画設計課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　もと弘治小学校体育館天井改修設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
155,520

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２７年度第６回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,499

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
3,283,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 区庁舎整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
147,900,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　鶴見区役所耐震改修その他機械設備工事費の支出について（完成金）
186,670,640

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　新規工事費 市民利用施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
9,032,846

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　新規工事費 市民利用施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
101,667,154

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
855,213

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　新規工事費 社会福祉施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
15,044,787

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺動物園標準便所設計業務委託費-2の支出について（完了金）
2,171,880

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　長池小学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
1,668,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他工事費の支出について（一部完成金）
199,493,600

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　梅南津守小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
15,760,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
2,490,480

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置設備工事監理業務委託（その１）費の支出について（完了金）
1,915,920

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置設備工事監理業務委託（その３）費の支出について（完了金）
2,682,720

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
770,868

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　梅南津守小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
540,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　(仮称）城東区複合施設建設工事費の支出について（前払金）
24,729,132

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
941,530

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 区庁舎整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第４回中間金）
30,708,740

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 区庁舎整備用ほか　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
136,470

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 市民利用施設整備用　住之江区役所・区民ホール耐震改修その他工事費の支出について（第４回中間金）
4,451,260

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園多聞櫓改修工事費―２の支出について（前払金）
23,160,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 校舎建設用　東中本小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,604,000

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 工事請負費　新規工事費 校舎建設用　神津小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（一部完成金）
5,419,200

都市整備局 企画設計課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　神津小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（一部完成金）
268,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽中学校教室出入口改修工事費の支出について（完成金）
1,658,880

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺中学校教室床塗装工事費の支出について（完成金）
2,035,800

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 放出中学校技術室屋根防水改修工事費の支出について（完成金）
6,755,400

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴橋中学校側溝改修工事費の支出について（完成金）
1,073,520

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新巽中学校防球ネット改修工事費の支出について（完成金）
27,743,040

都市整備局 施設整備課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新生野中学校便所ブース改修工事費の支出について（完成金）
7,565,400

都市整備局 施設整備課 平成27年10月02日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 工事請負費　改修工事費 都島区役所駐車場土間改修工事費の支出について（完成金）
1,522,800

都市整備局 施設整備課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴見商業高等学校体育館防球ネット改修工事費の支出について（完成金）
9,628,960

都市整備局 施設整備課 平成27年10月02日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 茨田中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
4,631,200

都市整備局 施設整備課 平成27年10月05日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 工事請負費　改修工事費 インテックス大阪６号館太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
17,480,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南高等学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
11,204,520

都市整備局 施設整備課 平成27年10月05日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
3,575,040

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 生野区役所電話交換機設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
318,384

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 阿倍野区民センター非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
65,124

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平野区民ホール高圧引込ケーブル改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
129,492

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 総務事業費 各所整備費 各所施設整備費 委託料　委託料 本庁舎８階議員控室間仕切改修工事に係る設計業務（北エリア）【設計】委託費の支出について
768,636

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東成区老人福祉センター（いきがい課）揚水ポンプ改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
156,708

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 東成区老人福祉センター（経理・企画課）揚水ポンプ改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
139,752

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 委託料　委託料 介護老人保健施設（おとしよりすこやかセンター南部花園館）制御盤改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
158,112

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 大阪市保健所（あべのメディックス）情報通信設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
171,180
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都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 今里休日急病診療所揚水ポンプ改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
50,220

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 委託料　委託料 動物管理センター猫舎改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
363,312

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 南大江保育所内部改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
270,972

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 弘済みらい園・のぞみ園屋上防水改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
179,604

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 環境対策事業費 委託料　委託料 ＵＮＥＰ国際環境技術センター外壁改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,811,808

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 斎場霊園事業費 委託料　委託料 葬祭場（やすらぎ天空館）非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
50,544

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 大阪国際交流センター各所改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
265,248

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 貿易振興事業費 委託料　委託料 南港中ふ頭駐車場消防用設備等整備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,121,984

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 美術館外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,766,880

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 委託料　委託料 扇町プールトップライト改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
893,916

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 旭東中学校避難器具設置工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
248,508

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 委託料　委託料 新今宮小学校・今宮中学校プールろ過機改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,234,332

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（ガス管経年改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
742,176

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修２）（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
793,584

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 （仮称）特別支援教室センター整備工事（もと男女共同参画センター北部館（クレオ大阪北）））（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
407,268

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修２）（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
793,692

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 阿倍野図書館非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
17,280

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修２）（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
923,076

都市整備局 施設整備課 平成27年10月06日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 委託料　委託料 もと東商業高等学校外構整備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
576,396

都市整備局 施設整備課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 工芸高等学校・第二工芸高等学校格技室天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,367,520

都市整備局 施設整備課 平成27年10月07日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校体育館天井改修機械設備工事費の支出について（完成金）
946,080

都市整備局 施設整備課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 野田小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,235,520

都市整備局 施設整備課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校教室照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
329,508

都市整備局 施設整備課 平成27年10月08日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校教室照明改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
2,308,932

都市整備局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(発注関係補助業務)委託にかかる支出について（第３四半期分）
30,805,714

都市整備局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託(その４)にかかる支出について（第３四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託(その３)にかかる支出について（第３四半期分）
5,999,914

都市整備局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 工事請負費　改修工事費 大阪市中央体育館サブアリーナ照明システム改修工事費の支出について（工事前払金）
3,960,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城東中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
9,284,880

都市整備局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 国際学校体育館天井改修工事費の支出について（完成金）
5,612,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 工事請負費　改修工事費 八幡屋センタービル計量検査所空調設備改修工事費の支出について（工事前払金）
4,790,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉小学校プール改修工事費の支出について（完成金）
9,574,880

都市整備局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 木津中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
3,610,440

都市整備局 施設整備課 平成27年10月13日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 鶴橋小学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
4,428,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月14日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用「建築材料等評価名簿」ほか１５点の買入費用の支出について
145,881

都市整備局 施設整備課 平成27年10月15日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 港中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
8,298,720

都市整備局 施設整備課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
387

都市整備局 施設整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校体育館等天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,586,520

都市整備局 施設整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉中学校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
1,981,800

都市整備局 施設整備課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大淀中学校太陽光発電設備設置工事費の支出について（工事前払金）
4,210,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月19日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 工事請負費　改修工事費 国際学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,462,560

都市整備局 施設整備課 平成27年10月19日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校体育館天井改修電気設備工事費の支出について(完成金)
3,598,600

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 職員人材開発センター非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
64,800

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野備蓄倉庫非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
26,352

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所間仕切改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
308,988

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野屋内プール非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
53,244

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成27年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（平成２７年９月分）
5,724

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について(平成２７年９月分)
6,264
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都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について(平成２７年９月分)
50,004

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災センター・南方面隊非常用発電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
51,192

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 平野区役所熱源機器整備工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
203,148

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 庁舎整備費 区庁舎整備費 委託料　委託料 旭区役所自動制御装置整備工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
255,528

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 東住吉会館空調設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
675,648

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 委託料　委託料 平野区民センター中央監視設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
233,496

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 委託料　委託料 城東区内小学校照明設置電気設備工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
738,072

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 おとしよりすこやかセンター南部花園館出入口改修工事費の支出について(完成金)
1,490,400

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 福祉事業費 福祉事業費 社会福祉施設整備費 工事請負費　改修工事費 福祉局（船場分室）船場センタービル7号館3階照明設備改修工事費の支出について（完成金）
2,432,160

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 平野区子ども・子育てプラザ屋上防水改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
390,636

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 瓜破保育所屋上防水改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
316,008

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 加美第２保育所屋上防水改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
54,216

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 委託料　委託料 東さくら園屋上防水改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
309,312

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 こども青少年事業費 こども青少年事業費 こども青少年事業費 工事請負費　改修工事費 大宮第１保育所耐震改修工事費の支出について(工事前払金)
3,610,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 廃棄物処理事業費 委託料　委託料 環境局中部環境事業センター外壁改修その他工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
784,404

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 自然史博物館空調設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
824,904

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 自然史博物館屋根防水改修その他工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
676,296

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 委託料　委託料 天王寺動物園ゾウ舎高圧ケーブル電気設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
440,640

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 埋蔵文化財収蔵倉庫中央監視設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
221,076

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 西高等学校天井改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,581,012

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 扇町総合高等学校外天井改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,251,180

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 委託料　委託料 汎愛高等学校外天井改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
679,428

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三国中学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
3,168,720

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給食室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,857,680

都市整備局 施設整備課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉第一中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,320,240

都市整備局 施設整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 敷津浦小学校理科室改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
661,280

都市整備局 施設整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生野工業高等学校体育館天井改修工事費の支出について(完成金)
12,540,040

都市整備局 施設整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南市岡小学校屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,749,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月21日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 敷津浦小学校理科室改修工事費の支出について（完成金）
5,706,880

都市整備局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 工事請負費　改修工事費 大阪プール大型映像装置改修工事費の支出について（工事前払金）
68,800,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 大阪城公園便所各所改修工事費の支出について（工事前払金）
11,770,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月22日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加賀屋小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
786,240

都市整備局 施設整備課 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
43,222

都市整備局 施設整備課 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２７年９月分）
10,746

都市整備局 施設整備課 平成27年10月23日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用インクタンク（顔料マットブラック）ほか４点の買入にかかる経費の支出について
34,840

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
444,069

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
687,258

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
876,852

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
195,507

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成27年度第１回市設建築物整備保全業務実施事業者選定評価会議委員報酬及び交通費の支出について
50,919

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
2,485,890

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成27年度此花区役所外31施設昇降機設備保守点検業務委託費の支出について（第1回中間金）
1,856,844

都市整備局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東淀中学校太陽光発電設備設置に伴う屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
7,252,200

都市整備局 施設整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 池島小学校ガス配管経年管改修工事費の支出について（完成金）
1,402,920

都市整備局 施設整備課 平成27年10月28日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 敷津浦小学校理科室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
765,720

都市整備局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 大阪市市設建築物整備保全業務(相談・設計等業務)委託(その２)にかかる支出について（第３四半期分）
7,951,500

都市整備局 施設整備課 平成27年10月29日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 桜宮高等学校体育館等天井改修工事費の支出について（工事前払金）
18,410,000

都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
17,571
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都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成２７年９月分）
62,154

都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 建築計画調査用平成２７年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
533,168

都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 建築計画調査用平成２７年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２７年９月分）の支出について
39,606

都市整備局 施設整備課 平成27年10月30日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破中学校太陽光発電設備設置工事費の支出について(工事前払金)
7,930,000

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
3,686

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
30,332

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
14,840

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
3,261

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
2,805

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
2,609

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
1,174

都市整備局 総務課 平成27年10月06日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　クラフト粘着テープ外５点の買入にかかる経費の支出について
163

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,204

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
387

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,628

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,132

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
656

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
640

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,154

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,365

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
656

都市整備局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,198

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２７年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費の支出について(１０月分)
298,750

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２７年度大阪駅前第１ビル倉庫修繕積立金の支出について(１０月分)
151,076

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（９月発注分）
51,212

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（９月発注分）
30,460

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（９月発注分）
25,202

都市整備局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　陽画焼付代金（印刷経費等）の支出について（９月発注分）
66,079

都市整備局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　公共工事契約の実務追録　外７点）の支出について（第二四半期）
8,345

都市整備局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 平成２７年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　公共工事契約の実務追録　外７点）の支出について（第二四半期）
7,630

都市整備局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 平成２７年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　公共工事契約の実務追録　外７点）の支出について（第二四半期）
39,225

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報償費　報償金 住宅総務事務用都市整備局・監理団体職員人権問題研修にかかる講師謝礼の支出について
56,120

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
17,226

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
44,333

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
23,420

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
29,642

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
2,695

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
24,812

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
2,939

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
6,002

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
27,450

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　CD-R外４点の買入にかかる経費の支出について
220

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
5,119

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
7,128

都市整備局 総務課 平成27年10月27日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　インデックスシール①外２６点の買入にかかる経費の支出について
2,376

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日刊建設工業新聞の買入費用の支出について（上半期分）
55,080

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302
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都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
141,146

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
110,391

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
30,316

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
12,410

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
46,223

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,645

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,105

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用環境におけるカラープリンタ　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
4,136

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
14,857

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
14,032

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
825

都市整備局 総務課 平成27年10月28日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,740

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
50,496

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
24,222

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２７年７～９月分）
64,803

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
36,333

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（９月分）
104,446

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２７年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２７年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成27年10月29日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２７年７～９月分）
25,638

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
576

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　其他委員等旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
360

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
37,163

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成27年度国土交通大学校建築計画（企画・設計）研修受講に係る出張旅費の支出について
53,280

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
36,822

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（９月分）
48,295

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
11,961

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
2,489
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都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
1,759

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
15,390

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
366,096

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
15,245

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
83,130

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（９月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
5,124

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
6,948

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
6,333

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
5,629

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
13,460

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
728

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
1,290

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
47,913

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅整備事業費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
2,489

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　はさみ外１０点の買入にかかる経費の支出について
3,635

都市整備局 総務課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
120

政策企画室 秘書担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　書籍の購入について
2,160

政策企画室 秘書担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　書籍の購入について
16,200

政策企画室 秘書担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長東京都出張旅費の支出について（平成27年9月8日）
39,100

政策企画室 秘書担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京都出張旅費の支出について（平成27年9月8日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
3,810

政策企画室 秘書担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務用品の購入について
41,040

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
2,531

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H27.８月分）
24,978

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料支出について（H27.８月分）
35,730

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
32,903

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
17,716

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
45,568

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式２台　長期借入（H27.９月分）支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式借入（H27.９月分）支出について
59,940

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室自家用普通乗用車一式１台　長期借入（H27.９月分）支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
3,796

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（情報公開室分）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
10,124

政策企画室 秘書担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式長期借入経費の支出について（平成27年9月分）
16,451

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２７年７月から９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
76,914

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
12,111

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２７年７月から９月）の購読経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
153,828

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２７年７月から９月）の購入経費の支出について
25,638

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２７年７月から９月）購入経費の支出について
36,333

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成２７年７月から９月）購入経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２７年７月から９月）の購読経費の支出について
12,111
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政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成２７年７月から９月）の購読経費の支出について
72,666

政策企画室 秘書担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 市民表彰用　表彰状等の筆耕に係る経費の支出について
116,899

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（９月分）
2,903

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（コピー機）による複写にかかる経費の支出について（９月分）
43,076

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
512

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
164

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
1,068

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
297

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
4,367

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
7,814

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（H27.9月分）
30,648

政策企画室 秘書担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（H27.9月分）
1,196,640

政策企画室 秘書担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 市民表彰用　名簿ほか１点の作成にかかる経費の支出について
167,799

政策企画室 秘書担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
5,056

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（平成２７年８月分）
56,845

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 地方創生関係事務用　ペットボトル飲料水の購入経費の支出について
3,240

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 政策調査関係事務用　大阪市立ミュージアム御招待証の印刷経費の支出について
74,844

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年８月寄附分）
4,252

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２７年８月寄附分）
880

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金インターネットクレジット収納システム運営利用料の支出について（平成２７年９月分）
1,080

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（平成２７年９月分）
74,515

政策企画室 政策企画担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 大阪市まち・ひと・しごと創生会議（第２回・第３回）にかかる報償金の支出について
193,640

政策企画室 連携調整担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用物品の購入及び同経費の支出について
41,742

政策企画室 連携調整担当 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 連携調整担当広報事務用　無線通信経費の支出について（８月分）
3,693

政策企画室 連携調整担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 連携調整担当事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,816

政策企画室 連携調整担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅳ　C4470PFS）の支出について（９月分）
9,608

政策企画室 連携調整担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-Ⅲ　5000CPS）の支出について（９月分）
5,753

政策企画室 広報担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「蛍光マーカーツインタイプ　外１７点」の購入及び同経費の支出について
46,055

政策企画室 広報担当 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成27年８月分コピー代金の支出について
44,906

政策企画室 広報担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務（平成27年10月号）に係る経費の支出について
376,812

政策企画室 広報担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「一体型アンプ内蔵スピーカー　外１点」の購入及び同経費の支出について
9,482

政策企画室 広報担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成27年度地下鉄・駅構内設置の広報板へのポスター掲出業務にかかる経費の支出について（9月分）
17,496

政策企画室 広報担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページ運用管理システム用ラックの物品借入に係る経費の支出について（上半期分）
2,916

政策企画室 広報担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 インターネット事業用　広報事務処理パソコン等機器類長期借入賃借料の支出について（9月分）
12,960

政策企画室 広報担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコンの長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
5,616

政策企画室 広報担当 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成27年10月号）概算印刷に係る経費の支出について
304,638

政策企画室 広報担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成27年９月分コピー代金の支出について
43,531

政策企画室 広報担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au平成２７年９月分）の支出について
1,128

政策企画室 広報担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク９月分）の支出について
1,334

政策企画室 広報担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
1,188,000

政策企画室 広報担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（９月分）
7,257

政策企画室 報道担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成27年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（平成27年９月分）
277,740

政策企画室 報道担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成27年度全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（９月１日～９月20日分）
43,200

政策企画室 報道担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　全録システム機器「地上デジタル波対応版　ＳＰＩＤＥＲ　ＰＲＯ」の長期借入にかかる経費の支出について（平成27年９月１日～９月20日分）
16,338

政策企画室 報道担当 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成27年度インターネット行政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（平成27年７月～９月分）
2,235,600

政策企画室 報道担当 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成27年9月分）
1,300

政策企画室 報道担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成27年度「日経テレコン21 Knowledge Passport Fast Track」利用にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
136,080

政策企画室 報道担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（９月分）にかかる経費の支出について
29,154
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政策企画室 報道担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
8,185

政策企画室 報道担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
12,604

政策企画室 広聴担当 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（８月利用分）
142,328

政策企画室 広聴担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年９月分）
4,402

政策企画室 広聴担当 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム機器一式借入経費の支出について（９月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成27年度大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
366,363

政策企画室 広聴担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（９月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター構築及び運営業務に係る経費の支出について（９月分）
12,381,120

政策企画室 広聴担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（９月利用分）
143,632

政策企画室 東京事務所 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　燃料費 東京事務所事務用資金前渡金（第３四半期）の支出について
14,400

政策企画室 東京事務所 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第３四半期）の支出について
315,096

政策企画室 東京事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（都市東京事務所長会行政研修会・旭川市、美瑛町）にかかる経費の支出について
42,882

政策企画室 東京事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
28,900

政策企画室 東京事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（政令指定都市総務省担当者連絡協議会研修会・札幌市）にかかる経費の支出について
33,031

政策企画室 東京事務所 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）命令にかかる経費の支出について
29,520

政策企画室 東京事務所 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度東京事務所公舎用賃料の支出について（１１月分）
884,000

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（７月～９月）購入経費の支出について
13,527

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（７月～９月）購入経費の支出について
9,104

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン機器等（東京事務所）一式長期借入契約の経費（９月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)にかかる経費（９月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成２７年度庁内情報利用パソコン長期借入経費（９月分）の支出について
2,878

健康局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金の支出について（８月分）
107,628

健康局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金（追加分）の支出について（８月分）
36,450

健康局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（平成27年度第3四半期分）
1,140,240,500

健康局 総務課 平成27年10月09日 一般会計第２部 健康事業費 市民病院整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（平成27年度第3四半期分）
1,009,759,500

健康局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ダブルクリップ外19点の買入経費の支出について
30,234

健康局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度大阪市職員（保健師）採用試験にかかる試験問題等作成業務委託料の支出について
555,795

健康局 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度視覚障がい者用パソコン等機器長期借入経費（９月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 当該職員証発行事務用　家庭用品衛生監視員証明書外５点の印刷について
27,129

健康局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度もと職員大宮寮における機械警備業務委託について（８月分）
13,122

健康局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成27年度もと母子保健センター看護師寮における機械警備業務委託について（８月分）
13,662

健康局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　事務参考用朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　事務参考用読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　事務参考用産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　事務参考用毎日新聞外１点の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
25,638

健康局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（9月分）
285,191

健康局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 病院再編計画における厚生労働省との協議にかかる出張及び同経費の支出について
57,660

健康局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（9月分）
207,857

健康局 総務課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（9月分）
188,760

健康局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金（追加分）の支出について（９月分）
33,985

健康局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 平成２７年度　一般事務用コピー代金の支出について（９月分）
106,134

健康局 経理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２７年９月分）
2,176

健康局 経理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 平成２７年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（９月分）
58,968

健康局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財事務用　市内出張旅費（７月～９月分）の支出について
17,126

健康局 経理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
229,488

健康局 健康施策課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出にかかる支出について（保健衛生検査所）（概算契約）（８月分）
2,592
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健康局 健康施策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（中央区）
43,200

健康局 健康施策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影用フィルム自動現像機の修理経費の支出について（福島区）
38,739

健康局 健康施策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 平成27年度保健衛生検査所精度管理にかかる外部調査への参加経費の支出について
24,000

健康局 健康施策課 平成27年10月07日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 休日急病診療用　スリットランプ一式の買入経費の支出について
1,647,648

健康局 健康施策課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 地域保健事業用　インフェクトロール　外１点の買入経費の支出について（完納）
15,271

健康局 健康施策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
696

健康局 健康施策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
19,021

健康局 健康施策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
2,760

健康局 健康施策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
1,600

健康局 健康施策課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（８月分）
1,440

健康局 健康施策課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　小型血糖測定器一式　外２点買入経費の支出について
109,728

健康局 健康施策課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市南部保健医療協議会開催にかかる経費の支出について（１０月臨時開催分）
3,672

健康局 健康施策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞買入経費の支出について（年間購読）第２四半期
12,111

健康局 健康施策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞外１点買入経費の支出について（年間購読）第２四半期
25,638

健康局 健康施策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞買入経費の支出について（年間購読）第２四半期
12,111

健康局 健康施策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞買入経費の支出について（年間購読）第２四半期
12,111

健康局 健康施策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について（保健衛生検査所外１箇所）（概算契約）（９月分）
5,940

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 各種健診事業用　エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（１回目）
160,517

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 各種健診事業用　エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（１回目）
109,081

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 各種健診事業用　エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（１回目）
4,403

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 各種健診事業用　エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（１回目）
219,591

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 各種健診事業用　エックス線直接撮影用フィルム等（富士フイルム社製）の買入にかかる支出について（１回目）
23,004

健康局 健康施策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成27年度救急医療・医務薬務主管課長会議にかかる資料代の支出について
1,000

健康局 健康施策課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 第74回日本公衆衛生学会総会へのにかかる出張経費の支出について
57,180

健康局 健康施策課 平成27年10月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成27年度　在宅医療・介護連携実務者研修会にかかる講師謝礼の支出について（平成27年10月2日開催）
18,680

健康局 健康施策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重症心身障がい児者医療コーディネート事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
3,880

健康局 健康施策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健医療計画推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
2,211

健康局 健康施策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（９月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周疾患検診事業用（歯周疾患検診）委託料の支出について（８月分）
250,036

健康局 健康づくり課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　経鼻内視鏡による胃がん検診マニュアル外１点買入経費の支出について
5,967

健康局 健康づくり課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 第3回すこやか大阪２１（第２次）推進会議にかかる報償金の支出について
219,149

健康局 健康づくり課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２７年度関西４政令指定都市栄養主管課長会議にかかる出張交通費の支出について
520

健康局 健康づくり課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務用「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
13,284

健康局 健康づくり課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成27年度地域・職域連携推進事業関係者会議の出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

健康局 健康づくり課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成27年度がん検診推進事業用個別勧奨はがき印刷経費の支出について
826,135

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
28,428

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
47,251

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
6,206

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
1,958

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２７年度放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
6,480

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
172,800

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
2,577,647

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
3,693,641

健康局 健康づくり課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（７月分）
3,196,208

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２４０－２４３号買入にかかる経費の支出について
23,800

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
603,396

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
11,985,438

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
12,261,941
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健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
3,829,539

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
269,656

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
14,400,613

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
22,354,855

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
5,864,918

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
8,966,402

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
3,981,819

健康局 健康づくり課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用冷蔵庫買入にかかる経費の支出について
88,840

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 たばこ対策促進事業用妊婦向け喫煙防止チラシの印刷経費の支出について
73,872

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
39,808

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
35,424

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
84,717

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
13,567

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
3,348

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
3,061

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
42,174

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
88,041

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
29,981

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
6,804

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
16,941

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成２７年９月）
95,277

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（９月分）
7,983

健康局 健康づくり課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（９月分）
9,837

健康局 健康づくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
3,888,615

健康局 健康づくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
221,400

健康局 健康づくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診（視触診）業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
1,372,140

健康局 健康づくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
4,900,835

健康局 健康づくり課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成27年度乳がん検診・骨量検査事業関係業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
3,639,600

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 第２５回日本乳癌検診学会学術総会参加にかかる出張命令及び同経費の支出について
38,560

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　乳がんマンモグラフィ撮影装置圧迫板の買入経費の支出について
119,070

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用テープのり外１８点買入にかかる経費の支出について
16,805

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用テープのり外１８点買入にかかる経費の支出について
6,696

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康づくり課事務用テープのり外１８点買入にかかる経費の支出について
33,739

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　備品修繕料 胃がん検診車（コスモス13号）搭載Ｘ線装置修繕経費の支出について
842,400

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 たばこ対策促進事業用未成年者喫煙対策研究にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
70,713

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送にかかる駐車場の使用及び同経費の支出について（平成27年11月～平成28年3月）
4,840

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 第２５回日本乳癌検診学会総会参加にかかる経費の支出について
8,000

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
7,500

健康局 健康づくり課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
2,400

健康局 生活衛生課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（８月分）
134,142

健康局 生活衛生課 平成27年10月01日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防事業用　動物管理センター電気料金の支出について（８月分）
226,528

健康局 生活衛生課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用「くすりの正しい使い方講座外１点」の印刷にかかる経費の支出について
454,680

健康局 生活衛生課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定１２か月点検継続検査にかかる経費の支出について
15,120

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
3,224

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
104,447

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
4,970

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２７年８月分）
11,727

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用レジオネラ BCYEα 発育サプリメント外１点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
261,792



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
25,355

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２７年８月分）
7,536

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業紙ワイパー外1点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
7,171

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２７年８月分）
21,507

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２７年８月分）
24,149

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施及び同経費の支出について（８月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成27年10月05日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用　純水製造装置の買入経費の支出について
410,400

健康局 生活衛生課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道及び小規模受水槽衛生対策事業用はがき「飲料水衛生講習会のご案内」の印刷にかかる経費の支出について
22,675

健康局 生活衛生課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道及び小規模受水槽衛生対策事業用はがき「飲料水衛生講習会のご案内」の印刷にかかる経費の支出について
6,566

健康局 生活衛生課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（８月分）
160,575

健康局 生活衛生課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（８月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
936,360

健康局 生活衛生課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用ガソリン携行缶の買入にかかる経費の支出について
3,888

健康局 生活衛生課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
227,880

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用超高濃度全塩素用粉末試薬外１６点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
299,570

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業浸漬用洗浄剤（アルカリ性・液体）の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
14,256

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業精製水の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
1,134

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用VP-A液外5点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
364,262

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２７年度飲料水衛生管理講習にかかる経費の支出について（平成２７年１０月１５日実施分）
28,250

健康局 生活衛生課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　平成２７年度飲料水衛生管理講習会開催に係る経費の支出について（平成２７年１０月２０日実施分）
28,250

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
10,260

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
6,772

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
2,376

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
8,939

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
59,196

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成27年度と畜検査等事業用食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務にかかる経費の支出について（８月分）
5,862

健康局 生活衛生課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　平成２７年度官報情報検索サービス利用の実施及び同経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
6,480

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　第４５回全国市場食品衛生検査所協議会全国大会の出席及び同経費の支出について
103,340

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水酸化カリウム外５０点の買入にかかる経費の支出について
266,242

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消毒用エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について
62,884

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消毒用エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について
5,032

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消毒用エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について
13,662

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等掃除機用紙パック外28点の買入にかかる経費の支出について
6,178

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトニトリル外１８点の買入にかかる経費の支出について
51,613

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等掃除機用紙パック外28点の買入にかかる経費の支出について
103,874

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用ダンボールの買入にかかる経費の支出について
16,848

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用検査キット外２点の買入にかかる経費の支出について
88,041

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水酸化カリウム外５０点の買入にかかる経費の支出について
167,356

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護事業用酸素ガス（医療用）の買入にかかる経費の支出について
3,240

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用等掃除機用紙パック外28点の買入にかかる経費の支出について
37,465

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトニトリル外１８点の買入にかかる経費の支出について
47,995

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消毒用エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について
3,321

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水酸化カリウム外５０点の買入にかかる経費の支出について
137,160

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」の法定１２か月点検継続検査の経費の支出について
14,904

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定１２か月点検継続検査にかかる追加整備の経費の支出について
93,366

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬事事務事業用　薬務台帳管理システム用機器長期借入にかかる使用料の支出について（９月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 乳肉衛生等事業用等「食品衛生検査指針　微生物編2015」及び「食品衛生検査指針　理化学編2015」の買入にかかる経費の支出について
167,184
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健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 乳肉衛生等事業用等「食品衛生検査指針　微生物編2015」及び「食品衛生検査指針　理化学編2015」の買入にかかる経費の支出について
23,868

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 乳肉衛生等事業用等「食品衛生検査指針　微生物編2015」及び「食品衛生検査指針　理化学編2015」の買入にかかる経費の支出について
111,456

健康局 生活衛生課 平成27年10月16日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用　オートドライデシケーター購入にかかる経費の支出について
78,030

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月分）
51,878

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月東部生活衛生監視事務所外２件分）
3,970

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月分）
10,111

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月分）
4,517

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月分）
6,364

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月分）
5,712

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２７年８月東部生活衛生監視事務所外２件分）
6,204

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ８８６」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ８８６」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
19,910

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（９月分）
3,510

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
11,530

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２７年９月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２７年度飲料水衛生管理講習会の実施及び同経費の支出について（平成２７年１０月２６日実施分）
28,250

健康局 生活衛生課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ８８６」１２か月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
21,600

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
10,600

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
3,598

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
3,660

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
19,460

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２７年７月分）
8,930

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 動物愛護管理事業用　平成２７年度獣医事講習会出席にかかる旅費の支出について（平成２７年１０月２１日開催）
29,240

健康局 生活衛生課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２７年度全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会議及び技術研修会にかかる参加分担金(資料代）の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用レジオネラ免疫血清ニューモフィラ6群の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
20,412

健康局 生活衛生課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年10月実施分）
21,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年10月実施分）
3,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成27年10月実施分）
3,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生監視事務所管理運営用　複写電送装置５台の長期借入及び同経費の支出について（９月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（９月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　犬の鑑札等交付及び手数料徴収事務委託料の支出について（健契第２７０００８８－１０号）
20,628

健康局 生活衛生課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
2,558,844

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入にかかる経費の支出について（９月分）
91,800

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生指導事業用滅菌済密閉袋の買入にかかる経費の支出について
4,536

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用簡易検査用ＴＧＳＥ培地の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
76,896

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　追録「環境リサイクル法令・ＪＩＳ要覧」の買入にかかる経費の支出について
4,233

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について
13,305

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用簡易検査用ＸＭ－Ｇ培地の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
76,896

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用デソキシコレート培地(分包）外５点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
98,766

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用デジタルカメラ外22点の買入経費の支出について
40,748

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用窒素ガスの買入にかかる経費の支出について
8,208

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用デジタルカメラ外22点の買入経費の支出について
19,915

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用採材用シリンダーの買入にかかる経費の支出について（９月分）
3,240

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用ＤＨＬ寒天培地外２点の買入にかかる経費の支出について（９月発注分）
12,625

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用デジタルカメラ外22点の買入経費の支出について
41,170

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬事事務事業用　平成２７年度救急医療・医務薬務主管課長会議にかかる資料代の支出について
1,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録外3点の買入にかかる経費の支出について
148,867

健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成２７年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務にかかる経費の支出について（９月分）
10,350
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健康局 生活衛生課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防事業用　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
54,900

健康局 生活衛生課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
47,730

健康局 生活衛生課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
30,914

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用追録「廃棄物処理実務便覧（６８７－６８９号）」の買入にかかる経費の支出について
5,571

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
25,920

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
9,504

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
11,513

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
21,330

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
5,756

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用インクーカートリッジ外１０点の買入にかかる経費の支出について
11,513

健康局 生活衛生課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用　収去検査にかかる宿泊施設の借上の実施にかかる経費の支出について（９月分）
6,264

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成２７年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
2,650

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用追録「墓地埋葬実務便覧（５６～５９号）」買入にかかる経費の支出について（生活衛生課分）
12,096

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用追録「墓地埋葬実務便覧（５６～５９号）」買入にかかる経費の支出について（環境衛生監視課分）
12,096

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成２７年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
5,368

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
71,550

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成２７年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
7,509

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 有害家庭用品事業用　平成２７年度　大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）
7,509

健康局 生活衛生課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施及び同経費の支出について（９月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２７年度第１回全国食品安全連絡会議の出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２７年度　動物由来感染症対策技術研修会出席にかかる旅費の支出について（平成２７年１０月３０日開催）
29,240

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用追録「食品衛生関係法規集外２点」の買入にかかる経費の支出について（８月納品分）
264,600

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（９月分）
4,276

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」の法定１２か月点検継続検査にかかる追加整備の経費の支出について
32,356

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用　小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所）の支出について（９月分）
6,537

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（９月分）
20,520

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明ねこ避妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分　契約番号２７０００８９－３）
78,000

健康局 生活衛生課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（９月分）
1,600

健康局 生活衛生課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
120,415

健康局 生活衛生課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
134,987

健康局 生活衛生課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 狂犬病予防事業用麻薬研究者免許申請及び同経費の支出について
7,800

健康局 生活衛生課 平成27年10月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 備品購入費　機械器具費 保健衛生施設整備用分光光度計一式の買入経費の支出について
526,824

健康局 こころの健康センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
269,474

健康局 こころの健康センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
20,799

健康局 こころの健康センター 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用　「再生品トナーカートリッジ」の買入経費の支出について
51,840

健康局 こころの健康センター 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（８月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（平成２７年８月分）
234,900

健康局 こころの健康センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（平成27年8月提供分）
218

健康局 こころの健康センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（平成27年8月提供分）
518,758

健康局 こころの健康センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（９月分）
230,288

健康局 こころの健康センター 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（平成27年8月提供分）
1,928

健康局 こころの健康センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　小口支払基金繰戻金（こころの健康センター）９月分の支出について
257

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 第1回メンタルヘルス問題への初期対応指導者研修の出席及び同経費の支出について
44,500

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度うつ病の家族教室開催にかかる会議室使用料の支出について
57,600

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（９月締分）
4,710

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・10月審査分（概算））
2,160,000

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（９月審査分・国保）入院費の支出について
145,998

健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・９月審査分（追給））
159,977
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健康局 こころの健康センター 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・１０月審査分（概算））
107,433,788

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用　セロハンテープ外４点の買入経費の支出について
51,710

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託経費の支出について（平成２７年９月分）
37,530

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,635,968

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
288

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成27年度精神保健搬送車運行等業務委託経費の支出について（平成27年9月分）
312,120

健康局 こころの健康センター 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
79,680

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（8月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
588

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,736,611

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（８月審査分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
136,488

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,164

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・10月審査分（概算））
9,113,000

健康局 こころの健康センター 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・10月審査分（概算））
625,136,000

健康局 こころの健康センター 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
1,615

健康局 こころの健康センター 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）医療費の支出について
78,113

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
211,289

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
8,000

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
640

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
1,100

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
480

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
6,210

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
6,842

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
1,172

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
36,808

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等用　市内出張（近接地含む）交通費の支出について（７月分）
560

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第１四半期分）
254

健康局 こころの健康センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 都島センタービル（共用部分）にかかるガス及び電話料金の支出について（第１四半期分）
782

健康局 こころの健康センター 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神科一次救急医療体制整備事業委託経費の支出について（８・９月分）
4,533,397

健康局 こころの健康センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神科救急医療用　「ハルシオン0.25㎎錠」外5点の買入経費の支出について
88,992

健康局 こころの健康センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（９月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（平成２７年９月分）
234,900

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（９月分）
189,326

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（９月分）
20,066

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
314,392

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
532

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,956

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
14,228

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
386

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（９月分）
57,306

健康局 こころの健康センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・９月審査分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　医師市内出張交通費の支出について（８月分）
50,235

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,182

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（平成27年8月分）の支出について
147,337

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務委託料の支出について（長期継続）平成27年8月分
9,720

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付：平成27年8月分）の支出について
98,614

健康局 保健所管理課 平成27年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,383

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（保健衛生検査所　8月分）の支出について
15,964
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健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（放射線技術検査所　8月分）の支出について
11,046

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
504

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,344

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,402

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
1,356

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
812

健康局 保健所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成27年8月分）
2,384

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　スティックのり外２９点買入経費の支出について
83,856

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
1,960

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
1,960

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
5,920

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　５月分の支出について
3,864

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
1,704

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
1,880

健康局 保健所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 公害健康被害補償事業用市内出張交通費　６月分の支出について
4,608

健康局 保健所管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（９月７日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（９月７日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（１０月分）その１
619,561,160

健康局 保健所管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について　（10月支払分）
66,396,700

健康局 保健所管理課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（１０月分）その２
1,016,280

健康局 保健所管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる理学療法士報償金の支出について（９月３日・９月４日・９月１６日開催分）
24,920

健康局 保健所管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 インフルエンザ予防接種自己負担金助成事業に係るデータ抽出及び各種帳票作成業務委託料の支出について
525,048

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
4,891

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
3,190

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所8月分）
73,821

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　10月分）
548,388

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　10月分）
103,469

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（８月２８日・９月３日・９月４日・９月１６日開催分）
199,120

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成27年9月診療分　国保連）（10月審査分　概算払い）
10,899,619

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年10月分）（8月診療分　確定払い）
520,990

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成27年4月15日・5月19日・5月27日・6月3日・6月18日・7月10日請求分)
123,675

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成27年10月分）（8月診療分確定払い）
3,086,138

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾患用医療費の支出について(平成27年5月1日・7月3日請求分)
10,740

健康局 保健所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年１０月支払分：国保）
151,646

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　ゴミ袋外１０点買入経費の支出について
56,052

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年9月審査分　国保連）
69,024

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成27年9月審査分）
3,168

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成27年9月審査分）
3,072

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年9月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾病用母子保健医療費公費負担システム用ソフトウェアに係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年7月～9月分）
301,320

健康局 保健所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について　（平成２７年１０月支払分：国保）
5,760

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　全国保健所長会第72回総会にかかる参加費の支出について
5,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年8月診療分　社保基金）
8,844

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年9月作成分）
6,570

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年9月審査分　社保基金）
1,176

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年8月診療分　社保基金）
12,275

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年7月診療・平成27年9月作成分）
914

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年9月作成分）
54
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健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成27年7月診療・平成27年9月作成分）
90

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成27年9月審査分　社保基金）
148,662

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成27年9月診療分　社保基金）（10月審査分　概算払い）
20,070,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成27年8月診療分　社保基金）（9月審査分　確定払い）
196,857

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年9月社保基金）（追給分）
4,949,008

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成27年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
13,146,992

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成27年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について　（平成２７年１０月支払分：社保）
1,798

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について　（平成２７年１０月支払分：社保）
36,799

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成27年度公害健康被害の補償等に関する法律事務にかかる電子計算処理業務委託の実施および同経費の支出について（平成27年8月～9月処理分）
7,187,608

健康局 保健所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年１０月支払分：社保）
1,050,277

健康局 保健所管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ（公害健康被害補償事業用）の買入経費の支出について
16,416

健康局 保健所管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用カラーラベル　外３４点の購入にかかる経費の支出について
88,122

健康局 保健所管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成27年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（10月6日開催分）
15,660

健康局 保健所管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾病療養相談事業用　第２回自立支援員研修会の受講に係る資料代の支出について（平成27年10月22日～23日開催）
1,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（９月２５日実施分）
49,780

健康局 保健所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成27年度特定疾患医療従事者研修(保健師等研修)への出張及び同経費の支出について
33,200

健康局 保健所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度第３回呼吸器講演会に係る報償金の支出について（９月２日開催分）
10,880

健康局 保健所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２７年度ぜん息児水泳教室事業に係る医師報償金の支出について（８月分）
124,450

健康局 保健所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用9月分）の支出について
690

健康局 保健所管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２７年度朝日新聞購読料（第2四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 業務参考用　平成２７年度毎日新聞購読料（第2四半期分）の支出について（保健所）
12,111

健康局 保健所管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務委託料の支出について（長期継続）平成27年9月分
9,720

健康局 保健所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２７年度地区組織活動育成事業用　健康づくり地区組織活動研修会講師報償金の支出について（９月３日実施分）
15,947

健康局 保健所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(９月分)の支出について
413,880

健康局 保健所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第47回日本小児感染症学会学術集会参加費の支出について
10,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年１１月分　庁舎管理用　不動産賃借料（１１０１－２号室を除く）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成27年10月28日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年１１月分　庁舎管理用　１１０１－２号室にかかる不動産賃借料の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　全国保健所長会第72回総会への出張及び旅費の支出について
25,100

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（平成27年9月分）の支出について
163,028

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（９月分）
21,686

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第47回日本小児感染症学会学術集会への出張及び同経費の支出について
55,160

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成27年9月分）
2,671,428

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（10月分）
189,800

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
75,426

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
136,560

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について　（10月分）
2,785,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について　（１０月分）
13,677,942

健康局 保健所管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について　（10月分）
1,445,080

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（9月分）の支出について
183,478

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（9月分）の支出について
133,422

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
642

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
785

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２７年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について(平成２７年９月分）
337,867

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
2,002

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
1,124

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
2,214
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健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
2,475

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
4,150

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
63,211

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
27,055

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
342

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
410

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 平成２７年国民健康・栄養調査（身体状況調査）に係る保険料の支出について
10,401

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成27年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成２７年度第４回呼吸器講演会周知にかかる案内兼参加申込書並びにポスター印刷にかかる経費の支出について
35,856

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　印刷製本費 平成２７年度第４回呼吸器講演会周知にかかる案内兼参加申込書並びにポスター印刷にかかる経費の支出について
24,300

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
94,333

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
206,146

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,754

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
609,590

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
11,034

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２７年９月分）
2,404

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（９月分）
11,650

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１０月支払分（その２）
230,500

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）その２
11,125,050

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について　（平成２７年１０月支払分）
11,380

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（９月再支出分）
15,320

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について　１０月支払分（その１）
80,167,000

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）その１
235,111,440

健康局 保健所管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 健康事業費 健康事業費 保健衛生施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１１月分）
1,485,364

健康局 保健医療対策課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査事業用・保健衛生システム運用事業用　スチール製キャビネット買入経費の支出について
25,920

健康局 保健医療対策課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健衛生情報調査研究事業用　大判ロール紙外11点買入にかかる経費の支出について
32,724

健康局 保健医療対策課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査事業用・保健衛生システム運用事業用　スチール製キャビネット買入経費の支出について
20,520

健康局 保健医療対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について(9月分)
346,915

健康局 保健医療対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(9月分)
566,700

健康局 保健医療対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入経費の支出について(9月分)
100,006

健康局 保健医療対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について(9月分)
61,220

健康局 保健医療対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成27年９月分市内出張交通費の支出について
1,770

健康局 保健医療対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２７年９月分）
2,460

健康局 保健医療対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用　外付けハードディスク買入経費の支出について
71,820

健康局 保健医療対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用　インク浸透式ゴム印買入経費の支出について
9,126

健康局 保健医療対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 厚生統計調査用　ファックス用トナーカートリッジ買入経費の支出について
10,794

健康局 保健医療対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成27年９月分）
69,158

健康局 保健医療対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健医療対策課医療指導グループ　９月３０日）の支出について
370

健康局 保健医療対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成27年度救急医療・医務薬務主管課長会議に係る資料代の経費支出について
1,000

健康局 保健医療対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成27年度全国保健統計協議会総会への出席にかかる経費の支出について
35,000

健康局 保健医療対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム用市内出張交通費(6、7、8、9月分)の支出について
4,680

健康局 保健医療対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
140

健康局 保健医療対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成27年9月分)
2,188

健康局 保健医療対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
6,446

健康局 保健医療対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成２７年９月分）
564

健康局 感染症対策課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 平成27年度感染症集団発生対策研修への参加に係る経費の支出について
40,140

健康局 感染症対策課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１）
7,824
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健康局 感染症対策課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　手数料 なにわ８００さ６９１０自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

健康局 感染症対策課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　損害保険料 なにわ８００さ６９１０自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
8,910

健康局 感染症対策課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 公課費　公課費 なにわ８００さ６９１０自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
24,600

健康局 感染症対策課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＢＢＬＭＧＩＴ抗酸菌システム」の購入にかかる経費の支出について
17,560

健康局 感染症対策課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.204）
18,766

健康局 感染症対策課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（９月１０日請求分）の支出について（医療機関支払分）
9,990

健康局 感染症対策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核定期健康診断事業用「ＣＤーＲ　外３点」の買入にかかる経費の支出について
17,820

健康局 感染症対策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 予防接種後健康状況調査に係る郵便切手の買入経費の支出について（2回目）
10,400

健康局 感染症対策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第23回日本消化器関連学会週間JDDW2015TOKYOへの職員の派遣及び同経費の支出について
37,600

健康局 感染症対策課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第23回日本消化器関連学会週間JDDW2015TOKYO参加用　会費の支出について
15,000

健康局 感染症対策課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１０３～１０４）
20,730

健康局 感染症対策課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１０～１１）
15,890

健康局 感染症対策課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 性感染症予防事業用（クラミジア病原体検査）　小レジ袋外８点の買入に係る所要経費の支出について
39,089

健康局 感染症対策課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 「感染症発生動向調査事業報告書第３３報（平成２６年版）」印刷に係る経費の支出について
96,940

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№１４）
21,296

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№９８）
2,339

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№８０）
3,872

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№３１）
5,566

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（8月分）
50,382

健康局 感染症対策課 平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（8月分）
28,674

健康局 感染症対策課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（９月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（９月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1056）
9,383

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核接触者健診事業用委託料の支出について（７月分）組戻分
4,845

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理システム機器賃借料の支出について（９月分）
24,360

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ 測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（平成27年9月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）国保一般
585,835

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）後期高齢
139,492

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）国保一般
3,469,629

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（１０月概算分）後期高齢
1,299,069

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　インフルエンザ予診票外2点の印刷に係る所要経費の支出について
954,082

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　インフルエンザ予診票外2点の印刷に係る所要経費の支出について
291,168

健康局 感染症対策課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２７年９月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
27,744

健康局 感染症対策課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
4,032

健康局 感染症対策課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
2,880

健康局 感染症対策課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
20,256

健康局 感染症対策課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（9月分）
6,419,790

健康局 感染症対策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
40,221

健康局 感染症対策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
8,438

健康局 感染症対策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１０月概算分）
2,935,239

健康局 感染症対策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（１０月概算分）
38,623,761

健康局 感染症対策課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防接種等用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ」外１点の購入にかかる経費の支出について
47,628

健康局 感染症対策課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　スポイト2号　外1点　買入経費の支出について
25,488

健康局 感染症対策課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成27年9月18日口座振替不能分）
8,220

健康局 感染症対策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２７年８月分）
280

健康局 感染症対策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２７年８月分）
43,730

健康局 感染症対策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　エッペンドルフチップ買入れに係る所要経費の支出について（８月３日発注分）
4,320
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健康局 感染症対策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 性感染症対策事業用　クラミジア検査業務委託（概算契約）の実施に係る所要経費の支出について（８月分）
338,936

健康局 感染症対策課 平成27年10月22日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い８月分）の支出について
644,085

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/17,9/25,9/30分
3,000

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
195,036

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
6,720

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所感染症対策課結核グループ）９月１日分
4,414

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/17,9/25,9/30分
1,940

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２７年度喀痰検体等搬送業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,700

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（８月分）
45,000

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
26,652

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
352,734

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/17,9/25,9/30分
1,898

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（８月分）
349,012,588

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料審査及びパンチデータ作成業務委託（単価契約）長期継続にかかる契約金額の支出について（９月分）
1,106,153

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成27年度予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（９月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（9月分）
653,363

健康局 感染症対策課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用　障害年金の支出について（第3四半期）
23,170,745

健康局 感染症対策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務の実施及び同経費の支出について（9月29日分）
11,520

健康局 感染症対策課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいDOTS（訪問型服薬支援）事業の委託契約にかかる支出について（８月分）
1,262,563

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２７年９月分）
41,260

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
1,440

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
6,750

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（9月分）
4,212

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（9月分）
7,452

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者検診事業実施用　医薬材料（真空採血管血糖検査用）買入経費の支出について
4,449

健康局 感染症対策課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者健康診断事業用　尿検査試薬（エールリッヒアルデヒド液外1点）の買入経費の支出について
4,147

健康局 感染症対策課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（９月分）
12,930

健康局 感染症対策課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（９月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（９月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（９月分）
20,241

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査用　梅毒検査ＳＳＴ抗原ヤトロン買入れに係る所要経費の支出について（９月１７日発注分）
48,600

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
26,180

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
354,588

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（９月分）
100,907

健康局 感染症対策課 平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（９月分）
883,860

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核予防事業「IGRAセミナーin東京2015」への職員の派遣及び同経費の支出について
28,900

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（648-652）の買入経費の支出について
12,445

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ800は812　自動車定期点検整備（法定3か月点検）２回目の実施及び同所要経費の支出について
8,640

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ８００さ６９１０自動車定期整備（継続検査）の実施及び同経費の支出について
19,980

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ８００す５１９１自動車定期整備（継続検査）追加整備にかかる経費の支出について
34,722

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
11,957

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
2,648

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
164

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
12,060

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 予防接種、結核対策事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）旭町支店分
455

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
9,715

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
700
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健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
1,230

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
984

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成27年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（９月分）
93,636

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（９月分）
119,060

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№６）
30,088

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２７年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期・№９３～９４）
96,638

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 予防接種、結核対策事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）旭町支店分
242

健康局 感染症対策課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
226,232

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（10月5日分）
30,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事業用揮発油に係る支出について（８月分）
38,010

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成２７年度食品衛生監視指導研修の受講及び同経費の支出について
56,700

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（10月19日分）
20,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２７年度全国食品衛生監視員研修会への出席及び同経費の支出について
37,940

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（保健所環境衛生監視課９月４日分）の支出について
10,000

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２７年度認定簡易専用水道検査員講習会への出席及び同経費の支出について
37,660

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事業用ETC利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生８月分）
2,360

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
336,804

健康局 環境衛生監視課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
5,724

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　営業許可満了用案内はがきの購入経費の支出について（第３四半期分）
49,920

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用「なにわ４１す７１４３」の自動車修繕による経費の支出について
9,342

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（８月分）
23,351

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月14日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（８月分）
8,135

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（８月分）
46,590

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（８月分）
3,080

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
2,000

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
8,620

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
410

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用　ふぐ講習会用案内はがきの購入経費の支出について
45,344

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 平成２７年度８月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
17,774

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５６回近畿食品衛生監視員研修会参加にかかる出張旅費の支出について（平成２７年度８月分　西部生活衛生監視事務所）
1,240

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所所管）の支出について（平成２７年度９月分）
13,990

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)９月分の支出について
4,256

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)９月分の支出について
400

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用（第３四半期分）及び乳肉衛生事業用（ふぐ講習会通知用）はがき買入にかかる経費の支出について
61,516

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月21日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所食品衛生事業用（第３四半期分）及び乳肉衛生事業用（ふぐ講習会通知用）はがき買入にかかる経費の支出について
70,980

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 第５６回近畿食品衛生監視員研修会への職員の参加にかかる経費の支出について
4,340

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
17,701

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（８月分）
16,784

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（７月分）
81,810

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 理美容講習会案内等にかかる南東部生活衛生監視事務所のはがき購入について（平野区分）
26,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（８月分）
8,600

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
540

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
910

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 理美容講習会案内等にかかる南東部生活衛生監視事務所のはがき購入について（阿倍野区、東住吉区分）
39,104

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（９月分）
8,969

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 ふぐ講習会案内等にかかる南東部生活衛生監視事務所のはがき購入にかかる経費の支出について
19,188

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
7,454

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
3,498
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健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月05日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
1,632

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（８月分）
15,509

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費８月分の支出について
6,777

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費８月分の支出について
1,580

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　備品修繕料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
540

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
400

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
432

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（９月分）
8,633

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月29日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（９月分）
3,498

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月29日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（９月分）
1,632

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費９月分の支出について
4,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用ＳＰＬＩＴ／ＰＵＲＧＥトラップ外８点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
281,610

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イオン交換樹脂カートリッジ　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
17,820

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について　　　　　　　　　（単価契約８月分）
73,764

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　濁度・色度測定器用セル　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
17,668

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月06日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　フィラメント外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
100,440

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１．４ージオキサンーｄ８標準液外８２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
1,540,134

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．２ｍｌ９６ウェルＰＣＲプレート外２８点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
805,496

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金　にかかる経費の支出について（８月分）
20,007

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　高純度アルゴン外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
11,880

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩＣＰ－ＭＳ用チューニング溶液外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
80,449

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２－ブタノン外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
56,218

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　メタノール検知管外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
57,758

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ステンレス製バット外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
24,105

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　２－ブタノンー１、１、１、３、３－５Ｄ外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
53,406

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＰＣガードカラム外４点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
432,626

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　後払宅配郵便料の支出について（8月分）
1,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 管理用　平成27年度衛生微生物技術協議会年会費に係る経費の支出について
8,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　８連ＰＣＲチューブ０．２ｍｌ外１５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
318,502

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＣＲ産物精製キット外６点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
746,074

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＤＩＳＭＩＣ　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
77,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月08日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 検査研究用　第110回日本食品衛生学会学術講演会会費（参加費）に係る経費の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラテックスパウダーフリー外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
16,448

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　しゅう酸ナトリウム溶液外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
137,926

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
122,904

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１０％ＴＷＥＥＮ２０外２２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
558,214

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用キャピラリーカラム外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
353,678

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　パスツールピペット外４点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
34,754

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　４７％硫酸　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
3,758

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　1、４－ジオキサン標準原液外２８点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
1,229,104

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ドライカートリッジ　買入にかかる経費の支出について
42,120

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　精製水（ミネラルウオーター）　買入にかかる経費の支出について
8,208

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ポリアミドＣ－１００外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
52,488

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 環境科学研究所　９階機械室内制御盤修繕にかかる経費の支出について
170,640

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月09日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 負担金、補助及交付金　会費 検査研究用　第３６回日本食品微生物学会学術総会会費（参加費）に係る経費の支出について
6,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月13日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣカラム外１１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
552,306

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　朝日新聞の定期購読に係る経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
12,111
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　産経新聞の定期購読に係る経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　読売新聞の定期購読に係る経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用バイアルキャップ　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
15,552

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
4,222

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　ILL文献複写等に係る手数料の支出について（第２四半期分）
16,229

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所庁舎清掃業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について　　　　（９月分）
475,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所常駐警備業務委託（その３）長期継続にかかる費用の支出について（９月分）
569,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置一式長期借入（再リース）その２にかかる経費の支出について（９月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入経費の支出について（９月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン長期借入（その２)にかかる経費の支出について（９月分）
58,371

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁舎情報利用パソコン等機器（環境科学研究所）一式　長期継続にかかる経費の支出について(平成27年９月分)
44,086

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌﾀﾝﾃﾞﾑ型質量分析装置長期借入にかかる経費支出について　　　　（９月分）
363,615

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　低分解能ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析装置一式長期借入（再リース）その２にかかる経費の支出について（９月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯の実施に係る経費（手数料）の支出について（単価契約９月分）
777

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯の実施に係る経費（手数料）の支出について（単価契約９月分）
194

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯の実施に係る経費（手数料）の支出について（単価契約９月分）
1,555

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月19日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 検査研究用　白衣等洗濯の実施に係る経費（手数料）の支出について（単価契約９月分）
1,750

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　動物薬混合標準液　買入にかかる経費の支出について
64,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　固相抽出カラム　買入にかかる経費の支出について
71,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 検査研究用　オートクレイブ　修繕にかかる経費の支出について
71,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
3,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
12,868

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
4,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
8,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
960

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金　にかかる経費の支出について（９月分）
25,503

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用イオンフォーカスレンズ外１１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
300,186

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 図書室管理用　ラベルシール外１５点　買入にかかる経費の支出について
76,053

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ピペットフィルーターチップ交換プレート外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
44,604

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　水素ガス　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＴａｑＭａｎプローブキット外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
126,403

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月23日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　５０ｍＬプラスチック遠沈管外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
49,766

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月26日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　au one net接続にかかる経費の支出について(９月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　高純度窒素ガス外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
9,396

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．００５ｍｏｌ／ｌ（Ｎ／４０）過マンガン酸カリウム溶液外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約９月分）
52,585

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ピペットチップ外４点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
107,892

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体アルゴン　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
39,312

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について(９月分)
10,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 検査業務用　ＥＴＣ高速道路使用にかかる経費の支出について(8月分)
7,770

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月28日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　回転日付印　買入にかかる経費の支出について
1,316

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＤＯセンサー外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
73,683

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．１ｍｏｌ／Ｌチオ硫酸ナトリウム溶液外２４点　買入にかかる経費の支出について（単価契約８月分）
721,445

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＬＣ／ＭＳ／ＭＳ用イオン源部品外８点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
125,344

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　蛍光Ｘ線用プロセンフィルム　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
48,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ガスタイトシリンジ外１１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
122,644
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健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　毎日新聞　外１紙の定期購読に係る経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
25,638

健康局 環境科学研究所管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約１０月分）
3,240

人事室 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（８月分）
88,580

人事室 総務課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター８月分）
10,260

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
15,060

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
162

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
408

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

人事室 総務課 平成27年10月19日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

人事室 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（９月分）
2,455

人事室 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
61,971

人事室 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
35,280

人事室 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
142,449

人事室 人事課 平成27年10月06日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（８月分）
1,572

人事室 人事課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 衛生管理者試験受験予定者講習会で使用するテキストの購入にかかる経費の支出について（平成27年9月24日実施）
92,664

人事室 人事課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事事務用　市章入りバッジ（タイタック式）の購入経費の支出について
129,600

人事室 人事課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許申請に係る経費の支出について
15,000

人事室 人事課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（７月分）にかかる経費の支出について
11,960,136

人事室 人事課 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ａ（その２）（概算契約）（７月分）にかかる経費の支出について
10,560,672

人事室 人事課 平成27年10月09日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（７月分）にかかる経費の支出について
119,340

人事室 人事課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成２７年度職員被服貸与事業用　作業帽Ｂほか１点に係る概算買入契約の経費支出について
2,445,044

人事室 人事課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員放射線被曝線量測定業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について(平成27年８月分)
41,731

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年9月分）
21,080

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年9月開催分）
337,862

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成27年9月分）
360

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成27年9月分）
5,332

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
55,706

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年7月開催分）
134,456

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年6月開催分）
115,248

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年6月開催分）
22,020

人事室 人事課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成27年7月開催分）
36,660

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（9月分）
7,800

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　作業服１類合冬用上衣（ブルゾン型）に係る経費の支出について
5,470,491

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　安全半長靴（踏み抜き防止板有）ほか１点概算買入契約に係る経費の支出について
7,323,134

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　作業服１類合冬用ズボン（サイドポケット無）ほか１点概算買入契約に係る経費の支出について
3,685,170

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　作業服３類上衣ほか２点に係る概算買入契約の経費の支出ついて
1,540,209

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　合冬用シャツの概算買入契約の経費の支出について
4,531,464

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員相談室　清掃業務委託の経費の支出について（9月分）
15,120

人事室 人事課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金の支出について（10月分）
233,673

人事室 人事課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
11,478

人事室 人事課 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ａ（その２）（概算契約）（８月分）にかかる経費の支出について
13,546,548

人事室 人事課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　安全短靴（踏み抜き防止板有）ほか１点概算買入契約の経費の支出について
3,851,150

人事室 人事課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成27年度職員被服貸与事業用　安全長編上靴（踏み抜き防止板有）ほか２点概算買入契約の経費の支出について
9,836,769

人事室 人事課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（９月分）
1,211

人事室 人事課 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　平成27年度第74回全国産業安全衛生大会に係る出張旅費の支出について
19,750

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　広告料 人事事務用　大阪市区長・所属長公募の募集要綱掲載にかかる広告料の支出について
1,080

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　広告料 人事事務用　大阪市区長・所属長公募の求人情報メール送信業務にかかる広告料の支出について
108,000
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人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について（平成27年度上半期分）
12,960

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（８月分）にかかる経費の支出について
8,566,992

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 人事事務用　大阪市区長・所属長（局長）公募説明会にかかる会議費用の支出について
27,648

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成27年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）（８月分）にかかる経費の支出について
219,780

人事室 人事課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 人事事務用　第６回児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会会議にかかる会場使用料等の支出について
4,470

人事室 給与課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 大阪市技能労務職相当職種民間給与調査の結果検証にかかる報償金の支払について（平成27年９月８日分）
24,133

人事室 給与課 平成27年10月13日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 給与事務用　書籍購入にかかる経費の支出について（公務員の退職手当法詳解　第６次改訂版）
8,640

人事室 給与課 平成27年10月26日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 大阪市技能労務職員給与検討有識者会議事前調整に係る管外出張旅費の支出について
4,440

人事室 給与課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成27年９月分）
3,390

人事室 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
1,216

人事室 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
500

人事室 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
1,216

人事室 管理課 平成27年10月02日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
1,500

人事室 管理課 平成27年10月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
1,216

人事室 管理課 平成27年10月02日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 給与戻入金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について（３名分）
1,000

人事室 管理課 平成27年10月02日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 給与戻入金の未収金支払督促申立てに係る再送達申請所要経費の支出について（元鶴見区職員分）
1,344

人事室 管理課 平成27年10月05日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２７年度　互助会交付金の支出について（１０月期分）
5,065,000

人事室 管理課 平成27年10月07日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１０月７日支払分）
463,450,000

人事室 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２７年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
3,933,813

人事室 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年１０月払　扶助料の未済給付について
136,184

人事室 管理課 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２７年１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
24,076,570

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,728,164

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
11,254,715

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
481,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,908,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
543,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
324,738

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,464,530

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
375,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
775,446

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成２７年１０月　給与の支給について
4,088,602

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
41,188,670

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
35,180,649

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
15,655,549

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
19,371,753

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
42,370,044

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
12,649,766

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
16,007,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,436,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,379,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
656,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
848,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
319,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
502,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,356,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,800,607

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,662,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,021,981
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,090,718

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,533,975

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,442,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,639,199

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
244,089

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,319,887

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,473,787

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,724,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
637,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
469,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
684,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,132,750

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,171,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,808,255

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
728,351

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,460,439

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
906,817

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,411,325

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
44,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,785,150

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,245,603

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,162,880

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,387,695

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
902,340

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,534,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,585,210

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
224,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
446,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
998,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
641,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
648,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
381,300
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
798,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
198,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,286

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
164,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
679,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,960,648

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,035

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理用無地ダンボール箱購入経費の支出について
26,006

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用総務事務センター倉庫書類等移動運搬作業経費の支出について
111,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,134,351

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
63,161

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
220

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
599,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
463,499

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
177,947

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
189,063

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
50,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,820

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,840,943

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,409,010

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
747,273

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
384,576

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,223,496

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,728

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
53,176

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
77,760

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,611

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
567,830

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,432

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 情報システム管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,280

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,407

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,418

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
382,949

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
194,067

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
100,230

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,152

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
65,404,658

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,985,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,883,531

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,711,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,658,198

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,652,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
775,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
722,184

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,171,907

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
61,380
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,893,689

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
268,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
259,535

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
152,020

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
46,828,085

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
85,947,713

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
34,776,122

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
44,331,948

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
120,292,223

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
72,938,778

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
66,521,494

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
56,789,081

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
43,439,762

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
42,935,322

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
54,461,491

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
62,987,246

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
66,890,750

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
43,425,797

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
42,663,013

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
38,270,268

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
36,774,897

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
60,531,809

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
44,431,346

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
40,461,891

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
36,502,498

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
46,000,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
49,108,794

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
41,202,368

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,545,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,234,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,649,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,042,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,267,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,222,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,092,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,180,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,256,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,469,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,585,031

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,367,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,623,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,641,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,504,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,451,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,868,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,028,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,052,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
965,100
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,276,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,151,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,249,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,334,621

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,650,990

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,108,754

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,683,260

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,453,197

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,173,679

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,180,783

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,941,044

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,936,310

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,988,127

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,076,141

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,525,811

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,728,606

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,750,668

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,513,647

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,765,407

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,984,881

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,137,852

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
11,684,613

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,690,057

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,199,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,759,764

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,025,208

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,922,588

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,224,363

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
126,967

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
241,686

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
840,750

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,257,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
612,750

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,047,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
544,350

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
751,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
835,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
692,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
840,750

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
825,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
766,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,048,215

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,358,889

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,116,604

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,482,267

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,041,829

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,835,801

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,864,635

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,505,251

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,333,444

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
142,367

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,127,917

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,209,559

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,935,385

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,513,007

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,301,256

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,628,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,109,394

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,186,424

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,771,844

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,679,783

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,084,537

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,270,476

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,871,455

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,016,295

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,105,088

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,609,009

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,323,801

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,270,933

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,352,751

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,024,123

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,361,489

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,464,680

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,565,653

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,951,004

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,587,373

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,450,324

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,131,025

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,191,195

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,871,306

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,608,462

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,208,859

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,218,640
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,271,091

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,301,420

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,408,259

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,196,286

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,184,704

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,772,612

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,883,784

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,210

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
910

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,010

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,420

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,280

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,680

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,280

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
840

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,420

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
790

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,480

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,760

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,078,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,274,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,346,794

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,178,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,544,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,781,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,013,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,413,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
779,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,571,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,149,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
830,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
850,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
405,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
870,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
741,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
508,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
534,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,032,226

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
659,200
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
655,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
964,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
743,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
749,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
80,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,444

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,859

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（平野区役所）
221,529

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,065,408

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,453,746

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
720,980

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,112,837

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,697,456

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,461,820

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,824,480

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
414,820

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,426,782

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,047,639

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
661,245

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
206,881

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
206,915

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,183,946

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
451,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
421,093

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,783

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,158,181

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,158,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
401,637

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,545,901

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,344

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
202,358

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,021,957

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,796,041

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
211,458

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,767,663

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
982,884

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,424,790
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,699,116

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,431,526

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,623,131

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,808,534

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
963,066

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,001,909

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
418,182

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
487,433

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,635,238

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
217,503

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,462,389

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,033,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
209,876

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,367

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
212,359

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,533,025

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,055,496

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
223,440

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,207,740

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,993,352

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
132,009

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
92,453

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
98,123

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
262,702

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
146,053

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
191,290

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,992

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
98,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
79,725

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
108,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,997

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
184,273

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
244,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
84,846

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
105,590

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
148,036

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
127,778

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
54,835

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
126,708

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,544

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
60,632

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,072

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
159,583

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
103,578

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,126

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,598

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
47,242
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,545

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,727

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
82,343

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
47,507

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
26,836

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,342

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
53,833

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
22,907

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,434

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
53,564

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,868

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
124,778

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,186

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
83,868

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
127,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
32,631

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
507,573

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,477

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,181

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,545

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
144,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,981

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
170,314

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
28,945

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,181

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
52,299

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
191,772

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,192

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
63,296

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,563

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
105,776

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
395,868

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
480

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
36,969,126

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,320,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,127,633

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,216,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,056,821

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,793,982

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
685,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,213,816

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,432,596
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
381,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
293,480,893

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
563,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
939,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
187,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
375,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,718,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
57,585

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
141,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
47,236,996

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,877,550
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,546

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,975

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,942,694

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,987,558

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
38,615

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
149,570

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
113,434

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
168,492

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,272

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,180

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
197,057

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
18,714

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
46,028

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
32,962

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,090

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
66,371

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
94,169

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
47,058

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
114,070

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
38,718

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
195,791

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
71,138

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,272

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
41,390

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,234,426

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,560,688

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,274,536

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
187,546

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
228,294

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
539,271

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,179,342

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,800,040

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,290,358

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,852,276

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,552,781

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,647,851

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
369,554

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180,734

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
570,999

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,102

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
656,349

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
111,859

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,047,039

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
370,343

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
119,633

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
217,357
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
456,754

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
66,895,034

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,358,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
11,134,429

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,447,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,459,757

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,462,608

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,531,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
177,538

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
154,165

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 計画総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,104

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 統計調査費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
183,408

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
635,532

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
299,485

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
261,340

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
882,194

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,002,342

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
415,565

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
256,884

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
363,692

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,082,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
963,992

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
909,764

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,172,534

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,342,617

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
981,588

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
505,793

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
702,612

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
806,109

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,938,877

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,824,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
950,736

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,760,246

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,773,149

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,791,499

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,212,033

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,488,127

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,115,501

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,154,751

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,577,426

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,608

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
150,155

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 国勢調査費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,342,774

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１０月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
516,120

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１０月払　退職手当の支出について（１０１）
806,771,652

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,155,978

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,540
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
576,238

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成２７年１０月　給与の支給について
770,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
77,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
338,746

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
22,446,223

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
696,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,768,729

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
991,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,201

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,958

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,477

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,169

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,153

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,379

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,918

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,097

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,712

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,142

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
9,344

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,493

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,518

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
15,965

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,324

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,956

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,081,011

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,624

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
22,176

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,372,270

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
292,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
189,419

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,356

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,390

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,505,467

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,720,407

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
763,701

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,330,547

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,071,887

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
554,758

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
971,094

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,961,791

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,596,369

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,016,763

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
647,713

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
137,323,142

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
851,326
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
637,527

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,512,669

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,127,636

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,589,065

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,441,142

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,293,027

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,133,009

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,555,638

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,306,162

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,617,208

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,203,864

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
37,699,745

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,764,867

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
26,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
60,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
66,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
52,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
46,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
59,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,067,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,552,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
80,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
47,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
65,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
242,388

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
122,775

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
260,610

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
207,465

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
259,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
321,165

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
286,365

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,044,295

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
22,575,552

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
250,365

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
157,440

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,707
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
211,271

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
226,470

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
99,049

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
293,715

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
167,250

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
233,115

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
132,270

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
97,005

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
225,720

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
164,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
262,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
348,585

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
264,210

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
194,327

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
630,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,064,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,782,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
18,237,628

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
668,954

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
113,470

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
245,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
88,890

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,530

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
183,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
210,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
15,149,238

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
198,970

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,524,680

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
119,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
136,980

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
279,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
63,350

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
367,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
77,210
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
350,680

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
155,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
102,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
70,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
150,990

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
108,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
220,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
115,230

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
174,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
165,830

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
579,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,978,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,220,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
44,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
483,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
78,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,779,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
609,996

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
209,816

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,120

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,170

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,250,474

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
447,347

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
138,104

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,208,435

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
964,692

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,168

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,047

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,658

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
217,097

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,744

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
201,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
233,097

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,440

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
570

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,888

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
45,301

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
172,066

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
44,230
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,638,603

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
251,655

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
842

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
281,942

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
100,125

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
30,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,883,675

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
100,903,163

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,274,030

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,840,811

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
184,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,410

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
382,591

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,917,333

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
879,179

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
96,814

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
920

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,221,190

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,483,773

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,294

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
202,686,126

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,718,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,269,525

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
315,444

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,358,350

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
11,391,141

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,571,159

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,475,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
101,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,111,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
49,205

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
200,046

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,657,718

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
282,275

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
56,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 健康費 健康総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,052

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
285,033

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,214

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
702,913

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
74,642

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,966

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,142,121

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
123,384

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
920
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
217,890

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,715

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,423,258

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
216,526

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,211,991

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,385

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
125,820

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,945

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
642,190

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,424

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
244,590

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,060,278

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
119,279

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
175,457,508

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
154,329,177

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
166,496,922

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,344,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,384,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,557,180

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,277,103

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,858,551

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,731,499

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
761,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,590,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
158,703

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,267,323

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,948,054

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,185,093

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,901,042

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,054,371

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,081,925

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
390,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,092,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,312,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,227,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支給について
89,027

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
472,588

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（こども青少年局）
75,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,164,182

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
381,661

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
414,343

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,883

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
190,639

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,898
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
538,566

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
27,340

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,744

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,260

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
123,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,118,044

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,607,564

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,433,865

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,664,205

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
821,567

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
179,077

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,913,070

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
331,527

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
372,997

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
76,210

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
158,530

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
230,306

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,449,531

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,006,158

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,360

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,220

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,707,031

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,226,908

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,854

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
248,540

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,170

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,263,679

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
341,920

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
429,387

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,318,377

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
51,895,447

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,407,537

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,059

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
226,010

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,112,740

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,140

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,260

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,083,222

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
200,831

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,499,858

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
90,233

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
661,141,753

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
35,379,977

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
106,883,826

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,563,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
17,688,130
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
76,602,891

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,339,870

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,928,760

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
314,187

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 環境総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
240,629

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,854

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,823,796

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
287,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
48,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
109,142,717

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,598,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
18,313,394

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,239,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,593,585

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,953,654

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,776,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
386,702

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,379,832

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,494

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
75,429

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
211,445

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
19,680

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
108,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
628,244

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
98,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,780

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
557,762

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,150

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
113,410,081

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
309,620,202

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
49,162,276

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,698,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,306,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,915,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
50,483,930

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
18,600,791

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,094,065

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,305,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
930,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,976,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,974,878

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,763,332

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,596,392
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,532,609

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,728,381

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
47,123,969

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
179,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
52,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
753,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,613,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,349,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支給について
97,405

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
376,508

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
576,707

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
826,139

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
924,731

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
750,563

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,390

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
31,829

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
119,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,120

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,520

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
437,911

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
30,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
80,816,377

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,674,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,362,516

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,117,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,818,082

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,036,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,226,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
326,558

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
73,437,944

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,558,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,063,361

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,929,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,002,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,670,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,664,481

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
182,068

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
366,598

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅総務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
94,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
388,272

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,492,912

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
237,460

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,740

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
834
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,041,679,931

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
51,063,958

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
170,789,502

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,924,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
133,467,015

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
72,264,720

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,153,730

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２７年１０月払　退職手当の支出について（２１０）
349,365

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,262,533

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
525,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,622

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
17,721,417

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２７年１０月　給与の支給について
790,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
150,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
9,908,709

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
567,668

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
211,156

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,003,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
309,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
933,399

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
173,220

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
211,033,052

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,404,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
32,506,941

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
11,857,045

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,515,569

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,990,995

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２７年１０月　給与の支給について
162,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,361,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
442

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（教育委員会事務局）
334,085

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
805,253

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,175,407

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
192,890

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
929,257

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,407,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,871,537

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,559,114

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
244,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
245,257

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
563,219

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
93,922

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
455,083

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
66,385

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,440

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
88,280



平成27年度（平成27年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
29,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
219,658

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
67,054,374

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
152,329

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,035,709

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,863

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
781,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,845,081

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
264,725

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
199,351

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,532,963

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
85,230

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,113,766

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
202,168

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
147,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,571

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
660

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
540,336

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,306

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,090

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
276,732

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,281,886

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,494,315

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
411,814

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
423,903

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,508

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
226,965

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
760

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,087,770

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
662,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
356,530

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
168,870

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
19,280

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,804,933

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
303,439

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
538,537

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
373,630

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
489,184

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,300,749

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
262,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,053

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 総務事業費 区まちづくり事業費 区まちづくり事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
40,020

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
177,275
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,466,648

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 福祉事業費
臨時福祉給付金支給事
業費

臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
840

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,333

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 こども青少年事業費
子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

子育て世帯臨時特例給付
金支給事業費

賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,850,441

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,059,955

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
143,460

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 環境事業費 環境事業費 減量美化推進事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,460

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
566,554

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 金融事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
222,010

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
212,081

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,720

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,059

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
26,926,658

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
14,372,299

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,549,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
394,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,301,255

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,444,009

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
310,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,441,673

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
415,515

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,750,568

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
940,185

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
314,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
358,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
7,834,763

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
241,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,292,910

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,829,833

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,089,890

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
226,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 計画調査費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
316,046

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,016,018

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
42,800,118

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,938,542

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,027,677

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
760,950

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,107,724

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,015,624

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
767,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
37,096

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,087

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,168,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
61,000
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
187,685

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
182,197

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
320,350

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,831

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,383

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
383,167

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
192,239

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,162,591

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,332,716

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
175,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
539,001

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
345,705

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
516,510

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,097

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
366,720

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
494,923

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
104,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
187,913

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,893

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
197,804

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
188,611

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
14,120

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,710

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
318,825

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,212,143

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
41,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
347,505

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
52,140

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
335,838

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,729

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,669

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
717,287

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
34,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
115,650

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
107,127

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
185,571

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
282,911

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,165,740
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,059

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
946,755

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,077,948

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
174,525

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
147,780

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
200,204

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
44,634

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
196,137

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
106,030

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
26,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
184,707

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
147,920

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,540

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,600,057

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
251,925

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
38,469

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
339,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
272,903

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
41,985

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
22,779

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,926

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
731,725

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
51,692,682

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,726,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,337,960

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,366,746

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,841,760

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
46,190

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,125,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
184,729

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
301,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,811

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,891,065

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
274,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
640,124

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
176,482

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
368,070

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,130

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
120,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
39,554,114
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,495,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,431,036

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
564,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,488,370

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,270,688

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
818,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
375,378

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
830

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
8,254,887

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
321,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,379,947

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
316,350

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
804,102

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
858,320

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
236,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
647,101

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
100,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
49,020

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
50,316

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
390,219

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
16,193,157

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
347,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,657,685

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
558,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,131,818

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,848,330

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
287,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
85,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,450

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 校舎建設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
181,098

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
182,611

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,399,969

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
351,185

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,267

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
393,498

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
128,940

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 教育事業費 教育施設設備事業費 用地買収費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
10,181

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
36,356

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
35,966

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,501

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
114,567

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
5,024

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,069

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,971

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
16,636

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
6,882
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人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
621,884

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 市長選挙費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
156,017

人事室 管理課 平成27年10月16日 一般会計第２部 選挙費 選挙費 知事選挙費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
156,016

人事室 管理課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
137,400

人事室 管理課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
40,124

人事室 管理課 平成27年10月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,762

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,255,012

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
215,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
703,050

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
79,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
293,689

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
417,010

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
145,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
814,599

人事室 管理課 平成27年10月16日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
291,030

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
5,297,089

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
5,023,614

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,564,926

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,253,671

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
6,260,026

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,346,567

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,632,655

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,271,602

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,988,222

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,303,746

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
5,113,145

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,200,313

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,408,111

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
7,226,211

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,773,963

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,825,163

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,413,969

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,873,915

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,120,730

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,609,224

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,131,792

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
13,545,939

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,140,059

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,976,351

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
6,062,846

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
85,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
113,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
368,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
53,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
93,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
104,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
107,300
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人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
87,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
101,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
146,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
127,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
165,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
127,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
175,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
60,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
81,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
159,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
147,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
178,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
107,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
133,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
174,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
519,361

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
609,271

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
538,177

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
453,540

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
648,304

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
524,756

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
489,384

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
521,369

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,169,862

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
473,685

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
513,795

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
752,608

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,132,845

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
807,851

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
953,716

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
723,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
495,658

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
510,785

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
725,974

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
594,403

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
989,488

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
481,635

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
794,990

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
834,648

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
551,003

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
153,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,133,778

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,352

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
240,380
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人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,788,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
235,720

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
536,612

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
335,586

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
339,510

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
427,212

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
659,520

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
163,380

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
247,275

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
650,780

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
680,388

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
512,065

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
532,712

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
793,149

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
462,860

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
359,030

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
513,230

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
433,580

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
211,824

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
244,810

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
407,906

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,355,028

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
494,294

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
639,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
55,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
77,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
138,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
116,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
408,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
267,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
105,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
98,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,239,323

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,413,864
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人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
122,834

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,265,016

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,910,667

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
520,230

人事室 管理課 平成27年10月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
25,206,724

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,373,026

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
4,114,702

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
236,550

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,217,939

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
2,696,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
757,120

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
771,588

人事室 管理課 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２７年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
360,376

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,245,134

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
542,355

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
834,571

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
862,817

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
918,210

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
611,385

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
613,719

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,124,921

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
852,844

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
737,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,153,795

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
371,139

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
367,293

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,179,871

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
618,302

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
661,560

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
610,071

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
830,104

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
358,787

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
635,483

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
864,072

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
630,926

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
968,698

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,083,805

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
818,236

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
52,200

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,000
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人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
20,300

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
128,562

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
168,315

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
150,082

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
141,495

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
101,235

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
103,485

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
57,720

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
94,410

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
103,140

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
98,580

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
110,625

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
96,213

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
57,690

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
129,735

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
154,605

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
177,522

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
137,910

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
189,195

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
57,690

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
92,580

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
129,210

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
132,814

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
180,669

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
197,910

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
83,715

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
388,223

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
152,560

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
8,900

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
172,270

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
104,050

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
116,290

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
144,780

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
78,350

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
41,370
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人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
129,590

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,020

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
76,350

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
81,430

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
114,750

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
161,730

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
21,400

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
54,800

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
23,200

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,719

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
682,574

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
104,865

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
156,535

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,868,061

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
143,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
494,730

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
153,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
77,671

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
492,920

人事室 管理課 平成27年10月16日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,396,811

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,475,723

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,903,840

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,244,887

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,593,875

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,457,527

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,475,577

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,181,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
2,303,417

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,065,718

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,231,922

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
4,005,138

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,309,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,236,814

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,735,879
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人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,753,782

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,761,657

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
3,074,607

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,860,789

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,924,244

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,514,242

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,499,931

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,698,439

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
22,118,390

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２７年１０月　給与の支給について
1,583,447

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
59,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
61,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
31,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
43,028

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
111,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
32,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
51,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
74,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
66,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
53,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
59,900

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
38,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
33,300

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
104,600

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
106,800

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
71,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２７年１０月　給与の支給について
871,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
269,850

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
248,418

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
398,428

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
244,185

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
207,585

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
279,390

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
274,965

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
291,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
191,640

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
185,861

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
248,910

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
374,955

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
502,893
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人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
241,769

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
475,275

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
298,837

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
537,741

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
277,305

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
305,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,576,122

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
233,565

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
513,967

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
631,408

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
481,745

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２７年１０月　給与の支給について
362,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２７年１０月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２７年１０月　給与の支給について
1,564,813

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
122,100

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
103,240

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
272,290

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
113,110

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
11,345

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
12,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
230,190

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
132,530

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
149,790

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
170,430

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
292,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
245,490

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
269,180

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
246,420

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
295,270

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
324,770

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
398,780

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
106,060

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
310,290

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
229,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
324,980

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
131,080

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
92,990

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２７年１０月　給与の支給について
3,988,560

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
513,400

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
84,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２７年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,918

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
972,864

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,872

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,181

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,733

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
416,130

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
627,977

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
38,662

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,918

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,820

人事室 管理課 平成27年10月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,002

人事室 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務管理業務用総務事務センター２階サーバ室空調熱交換器修繕経費の支出について
140,400

人事室 管理課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイド保守及び運用支援業務委託にかかる経費の支出について（平成27年度＿上半期分）
8,715,600

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター通信設備保守点検業務委託経費の支出について（上半期分）
233,280

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター機械警備業務（継続）経費の支出について（９月分）
21,600

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
23,652

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
114,576

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（９月分）
871,452

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムソフトウェア借入（継続）経費にかかる支出について（９月分）
51,840

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長にかかる経費の支出について（９月分）
137,894

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ長期借入経費の支出について（９月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（９月分）
23,544

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（９月分）
215,956

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システム端末機器等借入（継続）にかかる経費の支出について（９月分）
956,016

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
40,262

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用職員情報システムサーバ機及び周辺装置借入（継続）にかかる経費の支出について（９月分）
1,766,880

人事室 管理課 平成27年10月21日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
7,884

人事室 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）
15,984

人事室 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　後納受取人払料金の支出について（９月分）
1,794

人事室 管理課 平成27年10月22日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理用　後納郵便料金の支出について（９月分）
60,781

人事室 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（９月分）
32,007

人事室 管理課 平成27年10月27日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１０月払　退職手当の支出について（１０１）
10,532,415

人事室 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システム保守及び運用支援業務委託契約にかかる経費の支出について（上半期分）
13,246,762

人事室 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システム改修に係る業務委託契約にかかる経費の支出について
14,841,360

人事室 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（９月分）
12,960

人事室 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（９月分）
1,728

人事室 管理課 平成27年10月29日 一般会計第１部 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２７年１０月払　退職手当の支出について（港湾局分）
2,534,102

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,998,099
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人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
46,492,163

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（９月分）
134,112

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（９月分）
632,115

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
94,762

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　光電話料金の支出について（９月分）
139,581

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
50,413,138

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,093,250

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（11月分）
894,892

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
15,616,089

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
335,644,946

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,069,241

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
71,291,041

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 都市計画費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,437,512

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
43,375

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,789,762

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
54,165,804

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
51,927,921

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
126,029,737

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（こども青少年局）
35,626

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 環境費 環境総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
166,089,128

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
28,456,031

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
115,907,364

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
20,337,512

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 住宅諸費 住宅諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
18,371,339

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
286,755,558

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
54,225,254

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,224,017

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第１部 諸支出金 過年度支出 追払金 報酬　其他委員等報酬 平成２７年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（教育委員会）
433

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,241,009

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 一般都市計画事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,361,332

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,532,576

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 都市計画事業費 市街地整備事業費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
288,708

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 道路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,445,605

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 橋梁事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
670,239

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 河川事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
218,801

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 土木施設整備事業費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
530,562

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
330,606

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 土木事業費 受託事業費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
80,802

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
13,138,967

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 港湾事業費 港湾施設整備事業費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,003,442

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,393,023

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,098,396

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
135,229

人事室 管理課 平成27年10月30日 一般会計第２部 住宅事業費 住宅建設事業費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,138,102

人事室 管理課 平成27年10月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,073,715

人事室 管理課 平成27年10月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
28,776,383

人事室 管理課 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,916,584

人事室 管理課 平成27年10月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,171,177
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人事室 管理課 平成27年10月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
196,497

人事室 管理課 平成27年10月30日 市街地再開発事業会計 市街地再開発事業費 事業費 調査設計費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
740,744

人事室 管理課 平成27年10月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２７年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
19,585,363

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月01日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(８月分)
424,212

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月02日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（８月分）
39,377

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度新任業務主任研修に係る講師謝礼金の支出について（技能職員研修用）
290,720

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度まちづくり研修に係る講師謝礼金の支出について（第２回完了払い）専門研修用
282,300

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月09日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　燃料費 平成27年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用白灯油買入にかかる経費の支出について
24,592

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,464

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
907

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,376

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月15日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,270

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度新任部長研修にかかる講師謝礼金の支出について（階層別研修用）
129,940

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
124,831

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
5,581

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月23日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２７年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月分）
40,144

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）１階エレベータホール空調室内機修繕請負にかかる経費の支出について
18,065

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（９月分）経費の支出について（一般事務用）
123,873

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２７年９月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
550,827

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）１階エレベータホール空調室内機修繕請負にかかる経費の支出について
1,796

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（９月分）経費の支出について（一般事務用）
47,758

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２７年９月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
211,025

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）１階エレベータホール空調室内機修繕請負にかかる経費の支出について
17,436

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２７年９月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
459,851

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（９月分）経費の支出について（一般事務用）
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）１階エレベータホール空調室内機修繕請負にかかる経費の支出について
27,330

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（９月分）経費の支出について（一般事務用）
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月28日 一般会計第１部 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２７年９月分）にかかる経費の支出について（一般事務用）
468,497

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度新任技能統括主任研修に係る講師謝礼金の支出について（技能職員研修用）
68,440

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成27年度新任部門監理主任研修に係る講師謝礼金の支出について（技能職員研修用）
68,440

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成27年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品の購入にかかる経費の支出について
134,460

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
28,011

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
6,372

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 階層別研修用　平成27年度新任主務研修に係る委託料の支出について
2,379,888

人事室 職員人材開発センター 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費支出について（９月分）一般事務用
156,492

経済戦略局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第１部 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の交付決定及び経費の支出について（第３回／全４回）
2,994,384,750

経済戦略局 総務課 平成27年10月01日 一般会計第２部 教育事業費 大学整備費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２７年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の交付決定及び経費の支出について（第３回／全４回）
50,000,000

経済戦略局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 総務課事務用　建築施工単価の購入経費の支出について
4,731

経済戦略局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（８月分）
295,220

経済戦略局 総務課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（８月分）
623,982

経済戦略局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣学芸員室事務用電話機通話代（７～８月分）の支出について
5,913

経済戦略局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成27年度第３回大阪市公立大学評価委員会（９月７日）の開催にかかる経費の支出について
134,456

経済戦略局 総務課 平成27年10月13日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成27年度第３回大阪市公立大学評価委員会（９月７日）の開催にかかる経費の支出について
5,600

経済戦略局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成27年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（8月分）
11,460

経済戦略局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 平成27年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（7月分）
12,504

経済戦略局 総務課 平成27年10月14日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度全国公立大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
20,000

経済戦略局 総務課 平成27年10月15日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、９月分）の支出について
10,199

経済戦略局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる経費の支出について（５月～６月分）
24,222
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経済戦略局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入経費の支出について（４月～６月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる経費の支出について（４月分）
12,111

経済戦略局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（８月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年10月16日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成27年度全国公立医科・歯科大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
30,000

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,592

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
212

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,312

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,082

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
774

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
142

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,836

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,300

経済戦略局 総務課 平成27年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
516

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
271,006

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
565,999

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる支出について（9月分）
62,777

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（９月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について
540

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（9月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度経済戦略局庁内情報利用パソコン等機器一式の借入に係る経費の支出について（9月分）
41,823

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報等利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入（再リース）にかかる支出について（9月分）
46,602

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１１月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１０月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（１１月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（9月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成27年10月23日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 公立大学法人の設立形態の検討に関する鳥取県への訪問調査に関する経費の支出について（平成27年９月16日実施分）
12,940

経済戦略局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
113,427

経済戦略局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（９月分）
2,702

経済戦略局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
16,790

経済戦略局 総務課 平成27年10月26日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　筆耕翻訳料 各種審議会等議事録作成業務委託にかかる経費の支出について（第３回公立大学法人評価委員会（平成27年９月７日）開催分）
21,060

経済戦略局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成27年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（７～９月分）
245,970

経済戦略局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成27年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（７～９月分）
112,486

経済戦略局 総務課 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成27年度中央卸売市場本場庁舎清掃（経済戦略局・建設局）業務委託にかかる経費の支出について（７～９月分）
54,914

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（８月分）
7,316

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（７月分）
9,778

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（９月分）
3,223

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる経費の支出について（７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（９月分）
212,695

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
8,910

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
46,611

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
783
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経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
702

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（８月分）
8,339

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
16,952

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局（ITM棟）一般事務用カラープリンタの借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成27年4月～9月分）
29,501

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（１０月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
71,646

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
1,558

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
2,220

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
304

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成27年度第４回大阪市公立大学評価委員会（９月25日）の開催にかかる経費の支出について
115,248

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成27年度第４回大阪市公立大学評価委員会（９月25日）の開催にかかる経費の支出について
5,600

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第１部 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
15,647

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 農業事業費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
2,974

経済戦略局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる８月分の支出について
9,597

経済戦略局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費にかかる８月分の支出について
62,660

経済戦略局 施設整備課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる８月分の支出について
17,602

経済戦略局 施設整備課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 保守用平成27年度　大阪市立西スポーツセンター昇降機設備点検整備保守業務委託費（４月～９月）の支出について
466,560

経済戦略局 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２７年６月分）
37,006

経済戦略局 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２７年５月分）
23,967

経済戦略局 企画課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２７年４月分）
19,428

経済戦略局 企画課 平成27年10月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託にかかる支出について（平成27年9月分）
194,400

経済戦略局 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
35,998

経済戦略局 企画課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
17,173

経済戦略局 企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪府市都市魅力戦略推進会議にかかる委員報酬および旅費の支出について（平成２７年９月開催分）
74,270

経済戦略局 企画課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　費用弁償 大阪府市都市魅力戦略推進会議にかかる委員報酬および旅費の支出について（平成２７年９月開催分）
59,680

経済戦略局 観光課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代（平成27年8月4日～9月3日使用分）の支出について
7,260

経済戦略局 観光課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業　日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託にかかる委託料の支出命令について（平成27年8月分）
1,320,905

経済戦略局 観光課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　「第14回JNTOインバウンド旅行振興フォーラム」への出張及び同経費の支出について
37,840

経済戦略局 観光課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用大阪観光局事業にかかる経費の支出について（第３四半期分）
62,500,000

経済戦略局 観光課 平成27年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　特別旅費 観光事業用　職員の海外出張及び同経費の支出について
498,735

経済戦略局 観光課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 負担金、補助及交付金　分担金 「大阪・光の饗宴2015」特別プログラムにかかる経費の支出について（御堂筋北側（大江橋北詰～阪神前）電源設備設置工事にかかる事業費）
49,000,000

経済戦略局 観光課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
3,890

経済戦略局 観光課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
4,876

経済戦略局 観光課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
836

経済戦略局 観光課 平成27年10月27日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
11,162

経済戦略局 観光課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 報償費　報償金 観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業　整備方針及び観光案内板等に関する意見聴取に伴う報償金の支出について（平成27年9月8日実施分）
16,613

経済戦略局 観光課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（９月分）
19,816

経済戦略局 観光課 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代（平成27年9月2日～10月5日使用分）の支出について
7,287

経済戦略局 観光課 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 観光事業費 観光事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
164

経済戦略局 文化課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成27年度伝統芸能鑑賞会（上方芸能）企画運営業務委託　その２契約候補者選定審査に伴う報償金の支出について（平成27年8月27日実施分）
48,759

経済戦略局 文化課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 史跡難波宮跡南側側溝修繕にかかる支出について
259,200

経済戦略局 文化課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 平成27年度青少年芸術体験事業（能）実施業務委託　その２他１件契約候補者選定審査にかかる報償金の支出について（平成27年9月1日実施分）
48,759

経済戦略局 文化課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成27年度新美術館研究資料用国内雑誌の購入経費の支出について（平成27年8月分）
13,335

経済戦略局 文化課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 需用費　消耗品費 平成27年度大阪新美術館建設準備室研究資料用海外雑誌購入経費の支出について（９月分）
111,348

経済戦略局 文化課 平成27年10月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（９月分）
1,965
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経済戦略局 文化課 平成27年10月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立科学館の管理運営業務にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
49,783,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月05日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立美術館ほか３施設の管理運営業務にかかる委託料の支出について（１０月～１２月分）
370,751,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月06日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　夏休み親子ペア文楽鑑賞優待事業の実施に伴う使用料の支出について
2,940,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月06日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　全国美術館会議教育普及研究部会第46回会合への管外出張経費の支出について（平成27年9月14日実施分）
34,260

経済戦略局 文化課 平成27年10月08日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 大阪市中央公会堂空調機インバータ及び基盤修繕にかかる支出について
673,272

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（劇団大阪）
80,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月6日分）
8,865

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月16日分）
17,730

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報酬　其他委員等報酬 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月16日実施分）
17,730

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月16日実施分）
420

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月6日分）
15,590

経済戦略局 文化課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　費用弁償 「大阪市における文化施設等に関する運営のあり方検討」にかかる報酬の支出について（平成27年7月16日分）
960

経済戦略局 文化課 平成27年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 アートフォーラム「<こどもとアート>の現場を考える」開催にかかる報償金の支出について（平成27年8月26日・29日実施分）
44,310

経済戦略局 文化課 平成27年10月15日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 第2回大阪新美術館整備有識者会議にかかる報償金の支出について（平成27年9月7日開催分）
98,895

経済戦略局 文化課 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課業務にかかる市内出張等交通費の支出について（８月分）
48,630

経済戦略局 文化課 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 旅費　普通旅費 博物館施設用　東京への管外出張旅費の支出について（平成27年10月2日実施分）
29,080

経済戦略局 文化課 平成27年10月22日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 報償費　報償金 「新しい美術館要求水準書作成検討業務委託（その２）」契約候補者選定有識者会議にかかる報償金の支出について（平成27年9月14日分）
50,919

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市立芸術創造館指定管理予定者選定委員会にかかる経費の支出について
68,932

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 大阪市立芸術創造館専用部分空調設備修繕にかかる経費の支出について
447,120

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成27年度大阪市立芸術創造館管理運営業務委託料の支出について（第2四半期）
6,200,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（９月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　寄贈予定作品調査にかかる管外出張経費の支出について（平成27年10月7日実施分）
43,510

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 旅費　普通旅費 新美術館用　第3回大阪新美術館整備有識者会議外1箇所への管外出張経費の支出について（平成27年10月6日～7日実施分）
64,480

経済戦略局 文化課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度「芸術文化魅力育成プロジェクト」にかかる分担金の支出について
15,000,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成27年度オーケストラ鑑賞会企画運営業務委託にかかる委託料の支出について（１／２回）
5,500,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 大阪市立芸術創造館他２箇所共用部分エレベーター修繕経費の支出について
279,288

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２７年度史跡難波宮跡等維持管理業務委託にかかる委託料の部分払の支出について（第１回中間）
211,967

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２７年度史跡難波宮跡等維持管理業務委託にかかる委託料の部分払の支出について（第１回中間）
39,133

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成27年度クラシック音楽普及促進事業実施業務委託にかかる委託料の支出について（２／２回）
5,706,722

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 泉布観警備業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（７～９月分）
30,456

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第１部 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 大阪市立芸術創造館他２箇所共用部分エレベーター修繕経費の支出について
139,644

経済戦略局 文化課 平成27年10月27日 一般会計第２部 総務事業費 市民利用施設整備費 市民利用施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪市立芸術創造館他２箇所共用部分エレベーター修繕経費の支出について
936,468

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 大都市文化行政会議への出席に伴う経費の支出について
36,630

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 第３３回大都市文化行政会議出席にかかる資料代の支出について
3,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 平成27年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託経費の支出について（9月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託経費の支出について（9月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室収蔵品管理システムサービス提供業務委託経費の支出について（9月分）
32,400

経済戦略局 文化課 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 文化施策推進事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度大阪新美術館建設準備室美術作品等管理・学術研究事務用パソコン一式借入経費の支出について（9月分）
15,249

経済戦略局 文化課 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市中央公会堂指定管理予定者選定委員会委員謝礼の支出について
63,426

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用朝日新聞・日本経済新聞（平成２７年７月～平成２７年９月）購読にかかる支出について
76,914

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
24,707

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（なにわ人形芝居フェスティバル運営委員会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成27年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（噺劇一座）
200,000

経済戦略局 文化課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 博物館費 報償費　報償金 「博物館施設指定管理事業報告書」における外部専門家への意見聴取にかかる報償金の支出について
32,506

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張交通費の支出について（平成２７年８月分）
6,752

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（９月分）
67,815
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経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（９月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料に係る支出について（ビジネスサポートオフィス）（１１月分）
1,017,960

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 都市計画法令要覧平成28年版の購入経費の支出について
4,158

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成27年度企業等誘致・集積推進事業業務委託に係る委託料の支出について（第３回目）
3,075,840

経済戦略局 立地推進担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成27年度企業等誘致・集積推進事業業務委託に係る委託料の支出について（第３回目）
8,586,160

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 第２回クリエイティブ産業支援事業検討会議の開催にかかる報償金の支出について（平成27年８月25日実施分）
66,200

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第３ビル１６階本市区分所有施設の管理費及び修繕積立金にかかる支出について（１０月分）
392,643

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 大阪デザイン振興プラザ事業にかかる光熱費・空調費（平成27年9月分）の支出について
58,559

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年11月分）
16,825,142

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年11月分）
6,817,036

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成27年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年10月分）
2,743,567

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年11月分）
30,906,866

経済戦略局 事業創出担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成27年11月分）
18,406,440

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 報償費　報償金 地域経済活性化施策「エコノミック・ガーデニング」勉強会にかかる経費の支出について（平成27年9月17日開催）
14,200

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成27年８月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月13日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（平成27年9月分）
4,405

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月20日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 旅費　普通旅費 「Tech In Asia 2015 Tokyo」にかかる管外出張経費の支出について
28,500

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 委託料　委託料 平成27年度大阪イノベーションハブ清掃等業務委託の実施に係る経費の支出について（平成27年９月分）
88,560

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成27年9月分）
258,061

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月28日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借契約に係る経費の支出について（平成27年11月分）
2,982,504

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）に係る賃借料の支出について（平成27年11月分）
210,000

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（９月分）の支出について
22,817

経済戦略局 イノベーション担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（１０月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 国際担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度「OSAKA留学生ネット」サーバ借入（ホスティングサービス）経費の支出について（８月分）
19,440

経済戦略局 国際担当 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ミラノ万博１日入場券購入経費の支出について
99,000

経済戦略局 国際担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　特別旅費 フィリピン共和国マニラ市およびセブ市への海外出張にかかる特別旅費の支出について
387,030

経済戦略局 国際担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 ミラノ市役所代表者への記念品用大阪浪華錫器タンブラーセットの購入にかかる経費の支出について
12,355

経済戦略局 国際担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　通信運搬費 フィリピン共和国マニラ市およびセブ市への海外出張にかかる所要経費の支出について
80,000

経済戦略局 国際担当 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 フィリピン共和国マニラ市およびセブ市への海外出張にかかる所要経費の支出について
80,000

経済戦略局 国際担当 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）および国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（９月分）
3,746

経済戦略局 国際担当 平成27年10月22日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成27年7月分）
37,016

経済戦略局 国際担当 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成27年11月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 海外事務所の運営にかかる大阪市分担金の支出について（第３四半期分）
8,303,000

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 平成27年度「地方公務員海外派遣プログラム」研修にかかる経費の支出について（通信運搬費）
121,965

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
18,752

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 需用費　食糧費 ミラノで開催するプロモーションセミナー並びにネットワーキングレセプションにかかる経費の支出について
351,500

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪魅力ＰＲ資料等のイタリア語翻訳業務委託にかかる経費の支出について
177,660

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 役務費　筆耕翻訳料 大阪魅力ＰＲ資料等のイタリア語翻訳業務委託にかかる経費の支出について
177,660

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 委託料　委託料 平成27年度ビジネスパートナー都市等交流事業業務委託にかかる委託料の支出について（第3回目分/全4回）
21,521,430

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ミラノ国際博覧会掲示用Ｂ１資料の出力経費の支出について
53,784

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略総務費 使用料及賃借料　使用料 ミラノで開催するプロモーションセミナー並びにネットワーキングレセプションにかかる経費の支出について
238,000

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 貿易振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
7,220

経済戦略局 国際担当 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 経済戦略事業費 経済戦略事業費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪国際交流センター事業交付金の支出について（平成27年度下半期分）
14,894,500

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（商業・小売市場担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年８月分）
37,280

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 役務費　通信運搬費 もと大阪皮革産業会館電話代（平成27年９月分）の支出について
2,702

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月02日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 平成２７年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる委託料の支出について（平成27年8月分）
34,992

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
293,799,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
6,363,000
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経済戦略局 地域産業課 平成27年10月09日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 工業研究所事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
33,390,000

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月16日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　光熱水費 もと大阪皮革産業会館電気料金の支出について（平成27年９月分）
83,437

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域産業担当）及び工業研究所評価委員会事務用市内出張旅費等の支出について（平成２７年７月分）
6,108

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（7月～9月分）
5,786,232

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（地域産業担当）及び工業研究所評価委員会事務用市内出張旅費等の支出について（平成２７年７月分）
6,560

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 委託料　委託料 平成２７年度浪速西工場アパート昇降機保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
58,320

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 需用費　印刷製本費 大阪卸売業活力向上事業用チラシ印刷にかかる支出について
52,012

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと大阪皮革産業会館機械警備業務委託における委託料の支出について（平成27年９月分）
48,600

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月23日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと大阪皮革産業会館一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる費用の支出について
99,792

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（平成27年9月分）
3,890

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 もと玉出公設市場機械警備業務委託　長期継続にかかる支出について（平成27年7月～9月分）
100,521

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 委託料　委託料 平成27年度浪速購買施設昇降機設備保守点検業務委託にかかる支出について（7～9月分）
58,320

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月26日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 委託料　委託料 もと大阪皮革産業会館非常用発電機用Ａ重油処分業務委託にかかる費用の支出について
383,940

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成27年8月分）
23,262

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 地域産業課（工業担当）市内出張交通費等の支出について（平成27年8月分）
310

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 都市産業振興費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
8,322

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 役務費　筆耕翻訳料 地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会議事録作成業務委託料の支出について（平成27年9月2日開催分）
18,954

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　普通旅費 地域産業課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２７年７月分）
6,513

経済戦略局 地域産業課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 商業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（7月～9月分）
204,531

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月05日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 旅費　普通旅費 平成27年度指定都市計量行政協議会会議の経費の支出について
29,160

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月13日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（８月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月21日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（８月分）
7,734

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
8,067

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
15,603

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月27日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 第４回「はかる」シンポジウムにおいて使用する参加票（通常はがき）の購入にかかる支出ついて
31,200

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２７年９月分）
145,074

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（９月分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（９月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成27年度大阪市八幡屋センタービル内計量検査所部分清掃業務委託にかかる支出について（第１半期分）
245,970

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（９月分）
20,764

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成27年度計量検査所昇降機保守点検業務委託にかかる支出について（第１半期分）
173,664

経済戦略局 計量検査所 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 計量検査所費 委託料　委託料 平成２７年度特定計量器定期検査業務にかかる委託料の支出について（第３回／全４回）
9,053,888

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（７月分）
6,005

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成27年７月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（７月分）
12,685

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月09日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２７年８月分）
6,428

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(８月分)の支出について
13,748

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月14日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(８月分)の支出について
360

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 負担金、補助及交付金　交付金 平成27年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第3四半期分）
84,637,750

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 委託料　委託料 平成２７年度大阪産業創造館管理運営業務にかかる経費の支出について（第３回目/全４回）
69,759,112

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成27年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）講師謝金の支出について（９月１８日分）
23,280

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成27年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）講師謝金の支出について（９月８日分）
23,280

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 報償費　報償金 平成27年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）講師謝金の支出について（９月１日分）
37,140

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　ファンドへの出資事業にかかる中小機構との意見交換への出張旅費の支出について（平成２７年９月１５日実施分）
28,840

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　産経新聞の購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　毎日新聞・日本経済新聞の購入経費の支出について（平成２７年７月～９月分）
25,638

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(８月分)
3,439

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月26日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(８月分)
9,488
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経済戦略局 企業支援課 平成27年10月29日 一般会計第２部 経済戦略事業費 産業経済事業費 産業振興事業費 報償費　報償金 平成27年度　地域経済活力創造事業（区役所経営相談）にかかる所要経費の支出について（平成27年9月分　東淀川区）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用読売新聞（平成２７年７月～平成２７年９月分）買入経費の支出について
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 需用費　消耗品費 企業支援事務用朝日新聞外１紙（平成２７年７月～平成２７年９月分）買入経費の支出について
26,274

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成２７年９月分)
82

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 産業創造館費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービスにかかる通信運搬費の支出について(平成27年８月分)
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成２７年９月分)
21,650

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月02日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係るラミネーター買入にかかる需用費の支出について
21,384

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月07日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 平成27年度　第３回大阪市公園・スポーツ施設・駐車場指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成27年９月11日実施分）
48,759

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月13日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ施設・情報ネットワークシステム用　回線使用料（8月分）の支出について
7,387

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 競技スポーツ用（9月14日実施：墨江丘中学校）トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について
34,720

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月14日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 （9月14日：墨江丘中学校）トップアスリートによる「夢・授業」の実施及び同所要経費の支出並びに講師の派遣依頼について
14,340

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月16日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
6,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月20日 一般会計第１部 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル自動扉シリンダー錠取替修繕にかかる修繕費の支出について
5,148

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月20日 一般会計第１部 福祉費 生活保護費 生活保護総務費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル自動扉シリンダー錠取替修繕にかかる修繕費の支出について
23,034

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月20日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル自動扉シリンダー錠取替修繕にかかる修繕費の支出について
55,518

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月21日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 報償費　報償金 （9月25日実施：北中島小学校）競技スポーツ用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について
2,720

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 平成２７年度　第１回大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（9月28日開催分）
65,012

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 平成27年度　第４回大阪市公園・スポーツ施設・駐車場指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（平成27年９月24日実施分）
32,506

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 報償費　報償金 平成２７年度　第１回大阪市経済戦略局スポーツ施設指定管理予定者選定会議の委員報償金の支出について（9月25日開催分）
113,771

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月23日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（１０月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月28日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（9月分）
380,375

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月28日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（9月分）
45,522

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月28日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度スポーツ施設予約システム機器一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（9月分）
3,014

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度 スポーツ施設予約システムに係る機器4機種借入（再リース）にかかる使用料の支出について（9月分）
4,104

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月29日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（11月分）
4,058,891

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（９月分）の支出について
101,078

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
84,204

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,644

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成27年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託にかかる委託料の支出について（９月分）
79,362

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにおける設定変更業務委託にかかる委託料の支出について
1,040,364

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
2,033,548

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
799,006

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　会費 第56回全国スポーツ推進委員研究協議会に係る参加費の支出について
18,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務のかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
5,389,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　修道館及び大阪城弓道場管理業務代行料の支出について（９月分）
5,702,659

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
4,124,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務のかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
18,473,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
3,049,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
15,297,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　住之江スポーツセンター管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
5,729,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務のかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
4,578,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
22,259,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
3,911,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
3,478,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
18,976,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期分）
14,997,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
23,108,000
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経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
14,711,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　南港中央野球場及び南港中央庭球場管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
4,584,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務にかかる代行料の支出について（第2四半期分）
13,512,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理業務代行料の支出について（第２四半期分）
50,306,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
141,263,279

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
5,909,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度 生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
10,640,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度 生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
23,814,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
2,489,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第２期四半期分）
4,442,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務にかかる代行料の支出について（第2四半期分）
7,393,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務にかかる代行料の支出について（第2四半期分）
16,536,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　浪速スポーツセンター・浪速屋内プール管理業務代行料の支出について（第２四半期分）
31,346,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
31,619,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　鶴見緑地球技場・鶴見緑地運動場・鶴見緑地庭球場管理運営業務にかかる代行料の支出について（第2四半期分）
10,416,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　鶴見スポーツセンター・鶴見緑地プール管理運営業務にかかる代行料の支出について（第2四半期分）
48,453,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理業務代行料の支出について（第２四半期分）
6,875,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
4,508,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
21,750,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第２四半期）
2,397,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 委託料　委託料 平成27年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（第2四半期）
2,730,000

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ施設管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２７年度大阪市立城東屋内プールの土地の使用料の支出について（下半期）
12,904,470

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにおける設定変更業務委託にかかる委託料の支出について
4,406,400

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 平成27年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第３四半期）
23,493,196

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
767,504

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 土木費 公園費 公園管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
325,229

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
2,628

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第１部 港湾費 港湾管理費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
1,125

経済戦略局 スポーツ課 平成27年10月30日 一般会計第２部 経済戦略事業費 文化スポーツ振興事業費 スポーツ施設整備事業費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（９月分）の支出について
300

経済戦略局 南港市場 平成27年10月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 市場管理用建物総合損害共済損害保険料の支出について
63,961

経済戦略局 南港市場 平成27年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用厚紙ほか８点の購入経費の支出について
211,982

経済戦略局 南港市場 平成27年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場エアコンプレッサ保守点検業務委託その２経費の支出について
280,800

経済戦略局 南港市場 平成27年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
12,924

経済戦略局 南港市場 平成27年10月15日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場仲卸棟スロープ設置その他工事費の支出について
3,285,360

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
25,638

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,800

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（9月分）
472,500

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託費の支出について（9月分）
4,082,400

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費の支出について（9月分）
5,646,780

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（9月分）
343,799

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
29,823

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
3,126

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（９月分）
11,383

経済戦略局 南港市場 平成27年10月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成27年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 平成27年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（９月分）
24,941

経済戦略局 南港市場 平成27年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理業務委託の支出について（９月分）
339,660

経済戦略局 南港市場 平成27年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成27年度大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託経費の支出について（９月分）
448,200
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経済戦略局 南港市場 平成27年10月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成27年度大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託経費の支出について（９月分）
1,110,240

経済戦略局 南港市場 平成27年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用透明ビニルシート外１２点の購入経費の支出について
47,822

経済戦略局 南港市場 平成27年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用透明ビニルシート外１２点の購入経費の支出について
243,346

経済戦略局 南港市場 平成27年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用鋼製グレーチング外６点の購入経費の支出について
174,639

経済戦略局 南港市場 平成27年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（９月分）
3,243,240

経済戦略局 南港市場 平成27年10月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用灯油第２四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について
36,050

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用塩外３点の購入経費の支出について
403,812

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用漏電遮断器外５点の購入費の支出について
63,936

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場給水設備修繕費の支出について
3,996,000

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場消火配管緊急修繕の支出について
498,960

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,238,760

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託の経費の支出について（９月分）
835,920

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
1,339,200

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２７年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,237,140

経済戦略局 南港市場 平成27年10月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続の経費の支出について（９月分）
3,121,938

経済戦略局 南港市場 平成27年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（９月分）
6,899,389

経済戦略局 南港市場 平成27年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（９月分）
471,312

経済戦略局 南港市場 平成27年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用平成２７年度高分子凝集剤上半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（９月分）
223,965

経済戦略局 南港市場 平成27年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ステンレス管外１５点の購入経費の支出について
161,136

経済戦略局 南港市場 平成27年10月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用アラミドフィラメント腕サポーターの購入経費の支出について
73,980

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 施設整備基本計画策定用他市場の視察のための出張にともなう旅費の支出について
23,740

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場衛生管理用絆創膏外３点の購入経費の支出について
227,880

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場作業用温度・湿度データロガーの購入経費の支出について
93,312

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用合羽ズボンの購入経費（概算契約）の支出について（第1回）
544,320

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用　直管形蛍光灯ほか６点の買入にかかる経費の支出について
86,130

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（9月分）
162,000

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（９月分）
13,567,590

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（第6回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用　直管形蛍光灯ほか６点の買入にかかる経費の支出について
6,480

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（9月分）
232,319

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第6回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（9月分）
5,019,181

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
1,321,532

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
876,500

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（第2四半期）
8,130,000

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
381,542

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（9月分）
1,131,300

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
38,880

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
2,844,979

経済戦略局 南港市場 平成27年10月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（９月分）
4,968

大阪府市大都市局 総務企画担当 平成27年10月28日 一般会計第１部 総務費 総務管理費 都市制度改革費 旅費　普通旅費 住民説明会にかかる市内等出張交通費の支出について（応援従事職員分）
227,325


