
平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 大阪市公文書館複合防災盤その他修繕の実施にかかる経費の支出について
97,200

総務局 公文書館 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（９月）
123,120

総務局 公文書館 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について
6,480

総務局 公文書館 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（９月分）
3,426

総務局 公文書館 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用樹木剪定作業業務委託の実施にかかる経費の支出について
105,840

総務局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方公共団体契約実務の要点ほか１点追録号の購入にかかる経費の支出について（概算契約）１回目
16,812

総務局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（８月分）
73,127

総務局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館８月分）
5,130

総務局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「第100回大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について
7,614

総務局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 外郭団体総括事務用定期購読誌「公益・一般法人」の購入に係る経費の支出について（2016年４月～2016年９月）
61,714

総務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　関西広域連合　第73回関西広域連合委員会等の出席に係る出張旅費の支出について
7,980

総務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 大阪市役所本庁舎弱電設備修繕にかかる所要経費の支出について
421,200

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（９月分）
625,274

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「外郭団体における役員選考等に関する説明会」に係る経費の支出について（平成28年９月26日開催）
24,133

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
100

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（９月分②）
392

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（９月分）
4,040,955

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（９月分）
1,331,640

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 電話管理事務用　大阪市役所本庁舎通信設備保守点検業務委託の経費の支出について（第1回支払／全2回）
4,123,872

総務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（９月分）
6,720

総務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（第２四半期）
111,752

総務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎産業廃棄物（廃プラスチック類）収集運搬・処分業務委託（概算契約）経費の支出について（上半期分）
148,727

総務局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（９月分）
3,686

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成28年年９月分）
160,088

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成28年年９月分）
13,122

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会　第２回窓口担当課長会議等の実施に係る出張旅費の支出について
28,900

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（９月利用分）
36,157

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成28年年９月分）
2,451,190

総務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市長会関係事務用　平成28年度指定都市市長会分担金の支出について（下半期）
1,950,000

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
56,894

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
32,807

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
155,580

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
3,850

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
5,616

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（９月分）
120,514

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
300

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
3,520

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（９月分）
9,927,460

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
24,694

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
1,604

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
50

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　ＩＰ電話回線使用料の支出について（９月利用分）
1,089,939

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館９月分）
5,130

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
450

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
20,758

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
103,715

総務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 地方分権改革推進事務用　平成28年度関西広域連合負担金（10月請求分）の支出について（第３四半期）
1,069,000
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総務局 行政課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第26回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
168,931

総務局 行政課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護制度事務用　第249回大阪市情報公開審査会（第１部会）委員報酬の支出について
72,399

総務局 行政課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成28年８月分）
1,766

総務局 行政課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用平成28年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（８月分）
1,572,208

総務局 行政課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第27回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
168,931

総務局 行政課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-60、着手金）
162,000

総務局 行政課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-60、着手金）
162,000

総務局 行政課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入にかかる経費の支出について（８月号分）
1,296

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録買入にかかる経費の支出について（第3回中間支払）
13,477

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-58、着手金及び謝金）
86,400

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-59、着手金）
32,400

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-55、着手金）
32,400

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-56、着手金及び謝金）
86,400

総務局 行政課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-57、着手金）
32,400

総務局 行政課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「判例情報公開法」及び「判例個人情報保護法」の購入にかかる経費の支出について
16,416

総務局 行政課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 訴訟事務用賃料増額確認請求事件に係る鑑定費用の支出について
3,780,000

総務局 行政課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（郵券代）の支出について
240

総務局 行政課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代）の支出について
150

総務局 行政課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用文書事務提要第１３７号～第１３９号の購入の実施及び同経費の支出について
8,262

総務局 行政課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用立替実費（郵券代及び謄写代）の支出について
250

総務局 行政課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（郵券代及び謄写代）の支出について
630

総務局 行政課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約の実施にかかる経費の支出について（9月分）
89,424

総務局 行政課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか10点買入にかかる経費の支出について（9月分）
8,002

総務局 行政課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（９月分）
129,686

総務局 行政課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第43回法規問題研究会（上級コース）の第１回研究会の経費の支出について（９月26日分）
34,200

総務局 行政課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護制度事務用　第249回大阪市情報公開審査会（第２部会）委員報酬の支出について
72,399

総務局 行政課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護制度事務用　第250回大阪市情報公開審査会（部会）委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書管理事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
5,780

総務局 行政課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機等一式の長期借入に係る支出について（９月分）
8,861,400

総務局 行政課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか９点買入にかかる経費の支出について（9月分）
25,100

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第28回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
168,931

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（８・９月分）
20,909

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（９月分）
544

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（９月分）
653

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（9月分）
124,740

総務局 行政課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（９月分）
206,865

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-48、謝金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-46、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-52、着手金及び謝金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-17、着手金及び謝金）
175,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-6、着手金及び謝金）
972,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-22、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-21、着手金）
432,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-9、着手金・謝金）
121,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-45、着手金）
378,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-41、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-49、着手金）
162,000
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総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-3、着手金）
648,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-30、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-27、謝金）
216,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-47、着手金）
540,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-53、謝金）
216,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-36、着手金）
432,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-23、着手金）
216,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-51、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-5、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-12、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-13、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-44、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-33、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-31、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-16、着手金）
864,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-29、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-39、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-11、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-15、着手金）
162,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-8、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-7、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-28、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-26、謝金）
202,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-19、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-32、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-42、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-10、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-37、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-38、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-34、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-54、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-35、着手金）
648,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-20、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-24、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-43、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-50、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-14、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-18、着手金）
216,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-4、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-25、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-40、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用謄写関係費用の支出について
80

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（９月分）
14,622

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用謄写関係費用の支出について
82

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システムにおける書庫及び公文書館収蔵簿冊に係る権限改修業務委託経費の支出について
5,821,200

総務局 行政課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム運用保守業務委託の実施に係る経費の支出について（上半期分）
58,282,200

総務局 監察課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コンプライアンス研修用DVDの購入にかかる経費の支出について
43,200
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総務局 監察課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 公正職務関係事務用　コンプライアンス研修用DVDの購入にかかる経費の支出について
54,000

総務局 監察課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 公正職務関係事務用　コンプライアンス研修用DVDの購入にかかる経費の支出について
108,000

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

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（９月開催分）
600

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公正職務関係事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
8,436

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　事務用品（クラフト封筒ほか４点）の購入にかかる経費の支出について
16,621

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 監察関係事務用　コピー代金の支出について（９月分）
22,402

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 内部統制関係事務用参考図書　「公共部門のマネジメント　合意形成をめざして」の購入にかかる経費の支出について
3,132

総務局 監察課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公益通報に係る外部通報窓口設置運営業務の委託経費の支出について（第２四半期分）
162,000

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 用地管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力・８月分）の支出について
8,230

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひらのに係る電気料金（９月分）の支出について
199,660

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし北に係る電気料金（高圧８月後半分）の支出について
240,304

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターなにわに係る電気料金（８月分）の支出について
123,877

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
49,902

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
49,903

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷にかかる経費の支出について
486,000

市民局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（８月分）
15,390

市民局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷にかかる経費の支出について
486,000

市民局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷にかかる経費の支出について
486,000

市民局 総務課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷にかかる経費の支出について
486,000

市民局 総務課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 住民異動届の印刷にかかる経費の支出について
972,000

市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（８月分）
40,433

市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
26,293

市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（８月分）
3,582

市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム保守業務委託に係る経費の支出について（８月分）
3,970,090
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市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾契約に係る経費の支出について（８月分）
6,139,260

市民局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（８月分）
2,923

市民局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（８月分）
1,671

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（高圧８月分後半）の支出について
82,405

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターあさひ東に係る電気料金（９月分）の支出について
68,796

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（低圧９月分）の支出について
925

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターにしなりに係る電話料金（８月分）の支出について
334

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（９月分）の支出について
3,416

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわ及びひらのに係る電話料金（９月分）の支出について
6,907

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
1,030,590

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
570,240

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（１０月１日～１１日分）
557,056

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（第1回中間払い）
267,300

市民局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターにおける不動産賃借にかかる経費の支出について（１０月１日～１１日分）
129,836

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨(９月分）
15,064

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（９月分）
42,262

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について②（８月分）
36,666

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用）　長期借入にかかる経費の支出について　⑧（９月分）
25,812

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（９月分）
101,882

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（９月分）
27,455

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨(９月分）
182,857

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
400

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
30

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
1,000

市民局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
300

市民局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（平成28年4月～平成29年3月分）の購読に係る経費の支出について（第２四半期分）
12,111

市民局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（平成28年4月～平成29年3月分）の購読に係る経費の支出について（第２四半期分）
12,111

市民局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞外１件（平成28年4月～平成29年3月分）の購読に係る経費の支出について（第２四半期分）
25,638

市民局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（９月分）の支出について
12,478

市民局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（高圧８月後半分）の支出について
57,692

市民局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年４～８月分）
4,884

市民局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年４～８月分）
14,502

市民局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 共通事務用　Ａ２カット紙の買入経費の支出について
2,160

市民局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 城北複合施設　維持管理費におけるもと城北市民学習センター分担金の支払いについて（平成２８年９月請求分）
793,863

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務費　市内出張交通費の支出について（８月分）
8,412

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの買入経費の支出について
663,714

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 難波サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託の支出について（第１回中間払）
7,680

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 天王寺サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託の経費の支出について（第１回中間払）
7,854

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 郵送事務処理センターにおける定額小為替収受用自動押印機保守点検業務委託経費の支出について（第１回中間払）
38,880

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
21,228
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市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
21,227

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
21,227

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,613

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
21,228

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,613

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
21,228

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,613

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,614

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
10,613

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 天王寺サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託の経費の支出について（第１回中間払）
786

市民局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 難波サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守点検業務委託の支出について（第１回中間払）
960

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 地方公共団体契約実務の要点ほか３点買入及び同経費の支出について
16,812

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２８年９月分）
4,860

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２８年９月分）
1,620

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（第１回中間払）
51,840

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用プリンタ一式の再リースに係る経費の支出について（９月分）
47,822

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
856,380

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２８年９月分）
4,860

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２８年９月分）
1,620

市民局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 梅田サービスカウンターにおける自動扉開閉装置保守業務委託経費の支出について（第１回中間払）
38,880

市民局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
112,758

市民局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）（市政改革室移管分）
8,189

市民局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入の経費の支出について（９月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入経費の支出について（９月分）
29,268

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（９月分）
34,443

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
9,350

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
16,789

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
864

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
1,728

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
398,520

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
4,257,678

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入の経費の支出について（平成28年9月分）
36,659

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の経費の支出について（平成28年9月分）
300,240

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
552,220

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
12,459

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
1,679

市民局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（９月分）
935

市民局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターあさひ西に係る電気料金（９月分）の支出について
217,675
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市民局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電気料金（高圧８月後半分）の支出について
12,504

市民局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電気料金（９月分）の支出について
3,982

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務費　市内出張交通費の支出について（９月分）
5,544

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターにしなりに係る電気料金（９月分）の支出について
5,465

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外１施設機械警備業務委託の経費の支出について（９月分）
29,700

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターなにわ外８施設機械警備業務委託料の支出について（９月分）
139,034

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
49,903

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,951

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
24,952

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
49,904

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 もと市民交流センターよどがわ機械警備業務委託料の支出について（９月分）
13,824

市民局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと市民交流センターなにわ外８施設機械警備業務委託料の支出について（９月分）
8,926

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターなにわ外７施設に係る電話料金（９月分）の支出について
31,945

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
345

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
492

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
697

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,252

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
690

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,086

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
4,880

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
3,534

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（９月分）
22,114

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（９月分）
180,803

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
5,476

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
3,815

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
284

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,132
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市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
33,603

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
11,575

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,681

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２８年１０月１２日～平成２８年１０月３１日分）
1,012,832

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の経費の支出について（９月分）
885,902

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（９月分）
5,154

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（９月分）
18,080

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
1,215

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターにおける不動産賃借の経費の支出について（９月分）
88,590

市民局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２８年１０月１２日～平成２８年１０月３１日分）
236,068

市民局 消費者センター 平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月）
14,020

市民局 消費者センター 平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員８月）
960

市民局 消費者センター 平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（本庁　平成28年8月分）
659

市民局 消費者センター 平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（消費者センター　平成28年8月分）
4,420

市民局 消費者センター 平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（平成28年8月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成28年10月11日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月12日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成28年10月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月18日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（9月21日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 エルちゃんの“わん”デー講座にかかる講師謝礼金の支出について（9月21開催分・各種講座用）
14,200

市民局 消費者センター 平成28年10月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（10月18日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
9,400

市民局 消費者センター 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　会費 消費生活相談用平成28年度消費生活相談員研修 専門・事例講座（２泊３日コース）自動車（中古含む）・美容医療に関する消費者トラブル２回目に係る受講料の支出について
2,850

市民局 消費者センター 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用大阪日日新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
6,150

市民局 消費者センター 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用産経新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（９月１６日分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用朝日新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用日本経済新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
13,527

市民局 消費者センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成28年9月分）
195,615

市民局 消費者センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成28年9月分）
1,872

市民局 消費者センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成28年9月分）
88,171

市民局 消費者センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成28年9月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持管理用消費者センター事務所部分の賃借及び同経費の支出について（平成28年度）（11月分）
7,170,543

市民局 消費者センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 消費生活相談用　平成２８年度 消費生活相談員研修 専門・事例講座（２泊３日コース）特商法関連の契約トラブル １回目への出張旅費の支出について
19,150

市民局 消費者センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用読売新聞の購読及び同経費の支出について（平成28年7月分～平成28年9月分）
12,111

市民局 消費者センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成28年9月分）
30,897

市民局 消費者センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分）
2,760

市民局 消費者センター 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度「消費者支援施策の府・市連携事業」にかかる負担金（第２回目）の支出について（府市連携事業用）
443,345

市民局 消費者センター 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度「消費者支援施策の府・市連携事業」にかかる負担金（第２回目）の支出について（府市連携事業用）
471,554

市民局 消費者センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月）
11,540

市民局 消費者センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月）
1,820

市民局 消費者センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員９月）
5,040

市民局 消費者センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末にかかる回線使用料の支出について（平成28年8月分）
4,966

市民局 消費者センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,199

市民局 人権企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 多文化共生サポーター入門講座の開催にかかる会場使用料の支出について（多文化共生推進用）
8,700

市民局 人権企画課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成２８年度「いのちの大切さを伝える」講演会（５回目）の実施にかかる経費の支出について
12,100

市民局 人権企画課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 全日本同和会平成28年度全国女性部研修会への参加資料代の支出について（人権情報収集用）
3,000

市民局 人権企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度人権教育・啓発中央省庁連絡協議会ヘイトスピーチ対策専門部会への参加にかかる出張命令及び出張旅費の支出について
29,554
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市民局 人権企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 使用料及賃借料　使用料 多文化共生サポーター入門講座（第２回）の開催にかかる会場使用料の支出について
9,200

市民局 人権企画課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成２８年度「いのちの大切さを伝える」講演会（６回目）の実施にかかる経費の支出について
11,840

市民局 人権企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について　（第３回）
96,040

市民局 人権企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について　（第３回）
2,240

市民局 人権企画課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 「多文化共生の場づくり・人づくり推進事業」情報の場づくりフォローアップ研修の開催に係る経費の支出について（多文化共生施策用）
15,930

市民局 人権企画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市ヘイトスピーチ審査会用回線使用料の支出について（平成２８年９月分）
4,513

市民局 男女共同参画課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　印刷製本費 「体験型指導プログラム」CD-ROM版の作成にかかる印刷製本費の支出について
38,696

市民局 男女共同参画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（８月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・７月分）
12,050

市民局 男女共同参画課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・７月分）
11,416

市民局 男女共同参画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 第31回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
146,277

市民局 男女共同参画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 第31回大阪市男女共同参画審議会の開催にかかる委員への報酬及び交通費実費弁償の支出について
2,400

市民局 男女共同参画課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（9月分）
902

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
12,440

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・８月分）
8,872

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター南部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用　第３回／全４回）
15,557,880

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター子育て活動支援館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用　第３回／全４回）
13,813,020

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター東部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用　第３回／全４回）
16,237,260

市民局 男女共同参画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター西部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用 第３回／全４回）
9,620,000

市民局 男女共同参画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成28年度大阪市ＤＶ施策ネットワーク会議研修会（後期1日目）にかかる報償金の支出について
52,350

市民局 男女共同参画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（９月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　筆耕翻訳料 第３１回大阪市男女共同参画審議会の会議録作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,600

市民局 男女共同参画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるDV等の相談対応及びDV等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務に係る委託料の支出について(第２四半期
分） 4,405,860

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（8月分）
79,896

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（8月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務の実施及び同経費の支出について（第2回目／全4回）
114,642

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について(平成28年9月分)
3,307,770

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」の企画・編集、デザイン等製作にかかる業務の実施及び同経費の支出について（第3回中間）
105,300

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター及びクリアファイル印刷業務の実施及び同経費の支出について
180,252

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度　Jリーグセレッソ大阪と連携・協力した人権啓発事業に係るポスター及びクリアファイル印刷業務の実施及び同経費の支出について
89,100

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　企業啓発支援事業（企業への人権啓発支援事業）の実施及び同経費の支出について（第2四半期分）
3,570,725

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度「人権の花」運動実施にかかる球根ほか2点（大阪市立滝川小学校外24箇所）買入の実施及び同経費の支出について
237,600

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（9月分）
8,605

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（9月分）
78,458

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（9月分）
1,350

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（9月分）
25,049

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（9月分）
9,894

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（9月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（９月分）
6,349

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同経費の支出について
20,856

市民局 人権啓発・相談センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　人権啓発推進員の育成事業の実施及び同経費の支出について（第2四半期分）
1,896,016

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　4月分～6月分市内等出張交通費の支出について
37,488

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 【雇用・勤労施策用】「しごと情報ひろば平野　阿倍野ハローワークコーナー」開設に係る什器等運搬業務に係る経費の支出について
49,788

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 需用費　消耗品費 【雇用・勤労施策用】「しごと情報ひろば平野　阿倍野ハローワークコーナー」間仕切り用パーテーションほか２点購入経費の支出について
204,001

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成28年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（９月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 雇用・勤労施策用　【若者・女性の就労等トータルサポート事業】ワンストップの総合相談窓口事業実施にかかる（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（９月分）
438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議の委員報償の支出について（平成２８年９月１４日開催分）
16,253
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市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議の委員報償の支出について（平成２８年９月１４日開催分）
16,253

市民局 雇用・勤労施策課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議の委員報償の支出について（平成２８年９月１４日開催分）
16,253

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２８年度指定都市区長会議（熊本市）への出張旅費の支出について
45,640

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 「指定都市区長会議」会議資料代の支出について
9,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～H31福島区役所外１区役所）にかかる使用料の支出について（９月分）
47,304

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30北区役所外１９区役所）にかかる使用料の支出について（９月分）
435,750

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
1,698

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成28年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払について（9月分）
49,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる委託料の支出について（９月分）
21,003

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２８年度法律相談にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
14,214,375

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２８年度外国籍住民法律相談にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
179,550

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 第27、28回市民活動推進審議会にかかる費用弁償の支出について
960

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成28年10月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２８年４月から平成２８年６月分）
16,816

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 市民活動推進審議会　部会（第１回）にかかる委員報酬の支出について
48,759

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 市民協働職員研修（実践研修）用報償金の支出について（平成28年８月19日分）
39,900

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 市民協働職員研修（実践研修）用報償金の支出について（平成28年９月27日分）
45,600

市民局
地域力担当地域振興グ
ループ

平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
5,906

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 平成28年度市民活動総合支援事業にかかる委託料の支出について（8月分）
2,264,446

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
8,924

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 一般事務用「寄付白書　2015」買入に係る経費の支出について
3,240

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 報償費　報償金 第36回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
81,265

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

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

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（エバーレでなんかする会、派遣計画策定のための派遣、９月２３日）
21,160

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（NPO法人木育フォーラム、派遣計画策定のための派遣、９月１６日）
30,860

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成28年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
780

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（９月分）
6,696

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 交通安全事業用　自転車安全シンボルマーク反射材ステッカーの経費の支出について
167,400

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　平成28年「全国地域安全運動」周知ポスターの作成及び同経費の支出について
48,600

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 交通安全事業用　平成２８年「秋の全国交通安全運動」ポスターの作成及び同経費の支出について
79,761

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進用　平成28年度大学生向けの客引き行為等禁止周知ポスター・チラシの作成及び同経費の支出について
28,890

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　其他委員等旅費 安全なまちづくり推進用　客引き行為等適正化指導員にかかる市内等出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
157,398

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 平成28年度大都市交通安全主管者会議の出席に係る旅費の支出について
47,370

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成28年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成28年９月分）
2,462,400

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
22,290

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（平成28年８月分通信通話料等、同年９月分セキュリティ契約料）
13,843

財政局 財務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　改正地方税制詳解　平成28年の買入及び経費の支出について
4,401

財政局 財務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（質疑応答　公営企業実務提要　155-158）の買入及び経費の支出について
14,688

財政局 財務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　備品修繕料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン破損にかかる修理に伴う支出について
122,763

財政局 財務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
9,890

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式（ハイブリッドタブレット端末）長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,372

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　産経新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　毎日新聞外1点の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
25,638

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
36,019

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
59,398

財政局 財務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,484
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財政局 財務課 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,484

財政局 財務課 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,480

財政局 財務課 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
12,006

財政局 財務課 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（９月分）
17,662

財政局 財務課 平成28年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（２回目）
725,747

財政局 財務課 平成28年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　自動車運送事業会計決算書外15点概算印刷にかかる経費の支出について
774,106

財政局 財務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方公営企業実務ハンドブック198-202）の購読及び経費の支出について
13,500

財政局 財務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
850

財政局 財源課（公債） 平成28年10月03日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
70,166,737

財政局 財源課（公債） 平成28年10月03日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
258,493,136

財政局 財源課（公債） 平成28年10月03日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月３日支払分キャップ料の支出について
13,411,232

財政局 財源課（公債） 平成28年10月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
14,918,478

財政局 財源課（公債） 平成28年10月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
10,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月13日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
55,952,868

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

財政局 財源課（公債） 平成28年10月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月１４日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
106,500,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第２３回２０年公募公債（定時償還）に係る募集受託手数料の支出について
1,728,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第６回３０年公募公債に係る募集受託手数料の支出について
3,240,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第６回３０年公募公債に係る新規記録手数料の支出について
391,932

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第２３回２０年公募公債（定時償還）に係る引受手数料の支出について
32,400,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第６回３０年公募公債に係る引受手数料の支出について
76,950,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月１９日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第２３回２０年公募公債（定時償還）に係る新規記録手数料の支出について
340,632

財政局 財源課（公債） 平成28年10月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費（9月分）の支出について
1,060

財政局 財源課（公債） 平成28年10月20日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（9月分）の支出について
4,104

財政局 財源課（公債） 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
85,350,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２１日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
16,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
30,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
47,868,481

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
300,000,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
58,480

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２４日支払分利子支払手数料の支出について
486,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２４日支払分キャップ料の支出について
9,872,876

財政局 財源課（公債） 平成28年10月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
110,500,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
58,820

財政局 財源課（公債） 平成28年10月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２５日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
107,500,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
152,100,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
39,250,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
59,600

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第163回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
777,600

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第163回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
21,060,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２６日支払分利子支払手数料の支出について
275,400

財政局 財源課（公債） 平成28年10月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月２６日支払分元利金支払手数料の支出について
32,662
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財政局 財源課（公債） 平成28年10月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第162回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
70,528

財政局 財源課（公債） 平成28年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
77,920

財政局 財源課（公債） 平成28年10月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（９月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,903

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年１０月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 委託料　委託料 蓄積基金事務用「債券管理プログラム保守管理業務委託」の実施並びに同経費の支出について（７月～９月分）
64,800

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス」の利用及び同経費の支出について（７月～９月分）
166,374

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（９月分）
5,389

財政局 財源課（公債） 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 起債事務用「キャピタルアイ・ニュース購読」の実施並びに同経費の支出について（７月～９月分）
97,200

財政局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用固定資産税実務提要（追録）（587-595）買入に係る支出について
66,096

財政局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度地方公共団体税務職員自治税務局長表彰及び自治税務局長特別表彰への出席に係る管外出張について
58,770

財政局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の遡及支給について
20,020

財政局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（７月分）
20,539

財政局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の経費の支出について（平成２８年８月）
1,200,873

財政局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の経費の支出について（平成２８年８月）
1,111,683

財政局 管理課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方公共団体徴収実務の要点（追録）（72-74号）ほか２点の買入に係る経費の支出について
225,309

財政局 管理課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
6,594

財政局 管理課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
2,832

財政局 管理課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税関係法令判例通達集（追録）（6121-6193号）ほか１点買入に係る支出について
151,079

財政局 管理課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 統計システム研修（Dr.Sum定期トレーニング）に係る経費の支出について
48,600

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報償費　報償金 顧問弁護士業務委託経費の支出について（平成28年７月～９月分）
162,000

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２８年７月～平成２８年９月分）買入に係る支出について
12,111

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）の買入に係る支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税務経理（平成２８年７月～９月分）の買入に係る支出について
160,380

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用官報（平成２８年７月～９月分）の買入に係る支出について
54,615

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２８年７月～平成２８年９月分）買入に係る支出について
12,111

財政局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務用官報情報検索サービス（平成２８年７月分～９月分）の利用に係る支出について
7,770

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用税のしるべ（平成28年7月～平成28年9月分）の買入に係る支出について
5,094

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成28年7月～平成28年9月分）及び日本経済新聞（平成28年7月～平成28年9月分）買入に係る支出について
25,638

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
12,960

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
27,054

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（梅田市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（８月分）
518,013

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について（９月分）
651,564

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託に係る経費支出について（９月分）
11,664

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（JEI京橋ビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
7,592,847

財政局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
64,800

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
10,372

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
2,922,963

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
12,938

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式（財政局税務部）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
111,888

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（９月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（９月分）
467,359

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（９月分）
120,641
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財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ装置等機器一式長期借入（その２）に係る経費の支出について（９月分）
46,764

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（9月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について（９月分）
481,345

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る実施及び同経費の支出について(９月分）
31,968

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（第３四半期分）
350,592

財政局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪駅前第２ビルに係る共用部分使用料の支出について（１０～１２月分）
28,348

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について（平成28年8月収納分）
945

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について（平成28年8月収納分）
941

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞、日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用読売新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　産経新聞（平成２８年７月～平成２８年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
12,111

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（あべの市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所　機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費支出について（９月分）
8,164

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（１０月分）
31,840

財政局 管理課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
45,870

財政局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務部事務用乾式電子複写機にかかるコピー代（平成２８年９月分）の支出について
209,590

財政局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 照会事務処理センターにおけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（平成２８年９月分）
5,349

財政局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
369,467

財政局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２８年度分）の支出について（１０月分）
2,464,342

財政局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２８年度分）の支出について（１０月分）
817,626

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用新建築（９月号）外11点の買入に係る支出について
55,633

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用国税徴収総覧（追録）（１２７号）ほか１点の買入に係る支出について
52,630

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
3,444

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
160,107

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
54,232

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
36,862

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（９月分）
1,728

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 地方税ポータルシステムＡＳＰサービス提供業務委託長期継続に係る経費の支出について（第２四半期）
615,600

財政局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務にかかる手数料の支出について（平成28年9月分）
2,700

財政局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞、日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月）（弁天町市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用毎日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（弁天町市税事務所）買入に係る実施及び同経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（オーク２００）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
41,040

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る賃料（平成２８年度１１月分）の支出について
113,000

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
993,595

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,766

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,739

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
3,734

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（９月分）の支出について
2,748

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（９月分）
20,196

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（９月分）
84,240

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２８年１１月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（ＯＲＣ２００）に係る賃料及び共益費の支出について（１０月分）
5,244,145
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財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１０月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（１０月分）
178,200

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（１１月分）
8,944,461

財政局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（平成２８年１１月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外５市税事務所におけるコピー機（Ａ３対応）コピー代支出について（９月分）
341,659

財政局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
22,443,281

財政局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
220,266

財政局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（京橋市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用市町村税実務提要（追録）（442-446）買入に係る支出について
18,360

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　読売新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用朝日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　朝日新聞（平成２８年４月～平成２８年９月）（船場法人市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田外４市税事務所におけるコピー機（Ａ２）対応コピー代支出について（９月分）
167,954

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用　毎日新聞、日本経済新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）　　　　　（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
51,276

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用産経新聞（平成２８年４月～平成２８年９月分）（なんば市税事務所）買入に係る経費の支出について
24,222

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料９月分）
182,552

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（９月分）
566,965

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

財政局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（９月分）の支出について
1,212,541

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
1,446

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
15,788

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人市・府民税納税通知書送付用封筒（当初分）料金後納（郵便区内特別）ほか９点買入の支出について（第３回目）
742,910

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（９月分）
13,885

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税務事務システム等再構築・運用保守業務委託に係る経費の支出について（第２四半期）
73,413,108

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
6,898

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
130,717

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
42,416

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（７月追加分）
300

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
73,138

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
56,150

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
47,646

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（８月分）
30,530

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
714,191

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（９月分）
147,789

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（９月分）
449,885

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（９月分）
5,400

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（９月分）
877,862

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
44,834

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る貸室賃貸借料の支出について（平成28年度11月分）
9,257,401

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（１１月分）
30,000

財政局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（８月分）
21,859

財政局 収税課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
15,360

財政局 収税課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成28年９月分）
75,492

財政局 収税課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託にかかる経費の支出について（平成28年度市・府民税（普通徴収）第２期分　５回目／全９回）
42,120

財政局 収税課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（重複班）の買入及び同経費の支出について
59,040
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財政局 収税課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ28年9月分）
3,330

財政局 収税課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（H28.8月分）
1,566,302

財政局 収税課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託に係る経費の支出について(平成28年度9月分)
342,410

財政局 収税課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ28年9月分）
180

財政局 収税課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ28年9月分）
270

財政局 収税課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２８年９月分）
5,755,187

財政局 収税課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２８年９月分）
5,779,170

財政局 収税課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２８年９月分）
555,633

財政局 収税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(９月分)
560

財政局 収税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（９月分）
30,196

財政局 収税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(９月分)
4,764

財政局 収税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権回収対策事務用図書「滞納整理事務の手引」買入の経費の支出について
1,312

財政局 収税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H28年9月分）
56,376

財政局 収税課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H28年9月分）
9,483

財政局 収税課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H28年9月分）
8,834

財政局 課税課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用「減価償却実務問答集」買入経費の支出について
6,048

財政局 課税課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費に係る支出について（８月分）
177,782

財政局 課税課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（８月分）
252,864

財政局 課税課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成28年８月分）の支出について
5,040

財政局 課税課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度個人市・府民税(普通徴収)当初課税関係業務に係る労働者派遣(長期継続契約)(梅田市税事務所及び弁天町市税事務所)(その２)6月分の支出について
2,282,018

財政局 課税課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度個人市・府民税(普通徴収)当初課税関係業務に係る労働者派遣(長期継続契約)(京橋市税事務所及びなんば市税事務所)(その２)6月分の支出について
2,015,582

財政局 課税課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 軽自動車税申告書（新規等）ほか１点印刷の支出について
94,469

財政局 課税課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（８月分）
17,048

財政局 課税課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税申告納付依頼状（バッチ用）ほか３点印刷に係る支出について（３回目）
81,000

財政局 課税課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度事業所税都市連絡協議会負担金の支出について
5,000

財政局 課税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 事業所税都市連絡協議会研究会の出席に係る管外出張旅費の支出について（平成28年10月14日）
29,230

財政局 課税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 特別徴収事務用給与所得者異動届出書印刷の支出について
1,630,800

財政局 課税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 法人市民税「第20号様式記載の手引ほか１点」の印刷に係る支出について
220,665

財政局 課税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 「課税資料入力等業務委託　長期継続（その２）」実施経費の支出について（第１四半期）
158,098,351

財政局 課税課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費に係る支出について（９月分）
289,112

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（９月分）
3,400

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　委員旅費 第20回固定資産評価研究大会への参加に係る出張旅費の支出について（固定資産評価審査委員会委員分）
105,040

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　普通旅費 固定資産評価審査委員会に係る出張旅費の支出について（９月）
1,624

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　普通旅費 第20回固定資産評価研究大会への参加に係る管外出張命令について
52,240

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用Ｚ式ファイルほか1点買入経費の支出について
111,974

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成28年10月分）
84,706

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
2,160

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
540

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
2,856

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 梅田市税事務所税務事務用プロフェッショナルフォトペーパーほか２点買入経費の支出について
81,874

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 梅田市税事務所広報用サインボード及びパンフ台の使用にかかる経費の支出について（下半期分）
15,600

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（８月分）の支出について
320

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（7月分）の支出について（追加）
540

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　臨時的任用職員市内出張交通費（８月分）の支出について
2,360

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度大淀地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（10月分）
73,730

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,866
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財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所再任用職員に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,500

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品購入に係る実施及び同経費の支出について
4,255

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（28年10月分）
52,050

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品段ボールの購入に係る実施及び同経費の支出について
25,833

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（９月分）
480

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員市内出張交通費の支出について（９月分）
2,850

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（28年11月分）
122,100

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（10月分）
215,600

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 財政局税務事務非常勤嘱託職員の通勤災害に係る療養補償費の支出について（8月分）
6,966

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 平成２８年度遠隔地調査に係る調査等の実施について（東京都内）
47,030

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託の実施及び同経費の支出について（天王寺区）
234,360

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（11月分）
348,000

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定委託の実施及び同経費の支出について（中央区）
376,920

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式出席に係る旅費の支出について
29,240

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成28年9月分)
1,520

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成28年8月口座不能分)
480

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成28年9月分）
6,778

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(臨時職員分）（平成28年9月分）
4,500

財政局
なんば市税事務所管理担
当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度浪速区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月04日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度　地方公共団体税務職員自治税務局長表彰及び自治税務局長特別表彰にかかる職員管外出張について
29,200

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度西成地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
20,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度西成税務署管内租税教育推進連絡協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（10月分）
264,670

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度阿倍野地区租税教育推進協議会運営に係る分担金の支出について
10,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度阿倍野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
21

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
430

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 家屋図面返却に伴う管外出張について
860

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度東住吉・平野地区税務協議会運営に係る分担金の支出について
25,000

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度地方公共団体税務職員総務大臣表彰式等にかかる管外出張旅費について
57,800

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
660

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（９月分）
6,830

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金１０月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１４件）
518,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
121,828

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０７件）
14,281,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金１０月分の支出について（歳出）
5,600,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月04日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２４件）
58,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
76,045

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０４件）
4,419,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月05日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
122,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１７２件）
17,865,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
82,627

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月06日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
51,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
117,380

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５２件）
4,942,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（単票１件）
7,000
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１９件）
50,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割８件）
287,794

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票１件）
1,166,044

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２０１件）
4,570,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１７件）
53,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８９件）
3,327,893

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
68,951

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月12日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
54,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４１件）
6,713,304

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,593

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
15,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
34,433

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４４件）
1,976,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
16,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
357,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
765,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
112,639

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
1,256,679

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第１班）にかかる管外出張について
141,410

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
101,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
74,647

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１２６件）
8,902,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
5,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６４件）
1,236,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
200,017

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（配当割１件）
12,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月19日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３３件）
122,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
5,361,494

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１５３件）
12,532,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月20日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６件）
78,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４０件）
2,709,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
50,325

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
19,902

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
23,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３件）
6,238

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８６件）
5,193,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
27,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票１件）
6,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９５件）
1,846,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票１件）
5,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１４件）
918,024

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(３件)
4,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
993,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５件）
54,718

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(８件)
17,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 市税にかかる返還金に伴う利息金の支出について
1,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
17,117
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５７件）
2,248,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市税にかかる返還金の支出について（固定資産税）
10,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(６件)
13,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
40,798

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３９件）
1,202,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(８件)
20,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割単票）
6,595

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８６件）
3,491,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
36,096

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(中間還付１８７件)
1,119,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について(配当割１件)
2,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
1,229,656

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成28年10月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出中間還付６６２件）
114,354,000

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月11日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所にかかる税務事務用点字テープカートリッジほか3点買入の経費の支出について
16,595

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所分室にかかる税務事務用データ差替印買入の経費の支出について
5,610

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支払いについて（９月分）
525

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月18日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（10月分）
54,780

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度～平成28年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について(９月分）
1,711,171

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成28年10月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所嘱託職員にかかる市内出張交通費（９月分）
1,368

財政局
船場法人市税事務所課
税担当

平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 平成２８年度地方公共団体税務職員表彰（自治税務局長表彰）式への職員の参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

都市計画局 都市計画課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 第１回建築美観誘導デザイン会議開催に係る委員報償金の支出について
50,369

都市計画局 都市計画課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 第48回、第49回大阪市都市景観委員会速記録作成業務に係る経費の支出について
77,760

都市計画局 都市計画課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画広報連絡事務用　都市計画法規集　外１点　概算買入経費の支出について（上半期分）
31,295

都市計画局 都市計画課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用大阪市景観シンポジウム事前打合せにかかる旅費の支出について
29,360

都市計画局 都市計画課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定関係事務用等　平成２８年７月分市内出張等旅費の支出について
14,550

都市計画局 都市計画課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定関係事務用等　平成２８年７月分市内出張等旅費の支出について
19,975

都市計画局 都市計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 景観計画変更にかかるシンポジウム及びフォーラム開催にかかる会場費の支出について
191,146

都市計画局 都市計画課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　印刷製本費 大阪市都市計画審議会事務用　「平成28年度　第１回大阪市都市計画審議会議案」３種印刷製本業務に係る経費の支出について
71,354

都市計画局 都市計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　関西高速道路ネットワーク推進協議会に係る分担金の支出について
84,420

都市計画局 交通政策課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業費分担金の支出について（2回目）
2,645,732

都市計画局 交通政策課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 総合交通対策関係事務　書籍「バスがまちを変えていく～ＢＲＴの導入計画作法～」の購入にかかる支出について
2,592

都市計画局 交通政策課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 総合交通対策関係事務用第13回総合都市交通計画研修に係る会費の支出について
12,000

都市計画局 総務担当 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（8月分）
252,432

都市計画局 総務担当 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（8月分）
54,171

都市計画局 総務担当 平成28年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（9月13日分）
58,020

都市計画局 総務担当 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　タックインデックス外12点の購入について
38,923

都市計画局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
6,942

都市計画局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（８月分）
14,970

都市計画局 総務担当 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
510

都市計画局 総務担当 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　日本経済新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
54,108

都市計画局 総務担当 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（9月26日分）
57,860

都市計画局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　プリンタ（富士ゼロックス　DocuPrint3000）借入に伴う経費の支出について（9月分）
10,908

都市計画局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について（9月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
172,929
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都市計画局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
134,805

都市計画局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（9月分）
61,314

都市計画局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
908

都市計画局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７～９月分）の購入にかかる経費の支出について
48,444

都市計画局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
17,871

都市計画局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（9月分）
24,683

都市計画局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 地形図管理基本システム用機器一式長期借入（再リース）の経費の支出について（9月分）
46,440

都市計画局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画窓口システム用機器一式長期借入（再リース）の経費の支出について（9月分）
30,240

都市計画局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 地形図管理基本システム用機器一式長期借入（再リース）の経費の支出について（9月分）
23,544

都市計画局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（9月分）
56,751

都市計画局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発許可関係事務用　大判インクジェットプリンタ（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（9月分）
14,256

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月04日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　特別旅費 統計解析事務用　平成28年度　統計専門課程「産業連関表の作成」研修受講にかかる管外出張旅費の支出について（10/5～10/7）
29,320

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月05日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　手数料 統計解析事務用　平成28年度　統計専門課程「産業連関表の作成」（10/5～10/7）にかかるリネン代の支出について
515

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月05日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 委託料　委託料 平成28年経済センサス-活動調査に係る労働者派遣事業（概算契約）経費の支出について（8月分）
2,776,330

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月12日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 商業統計調査事務用平成28年度商業統計調査実務担当者会議（西日本ブロック）への管外出張旅費の支出について（10/13～10/14）
38,640

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
2,754

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
18,780

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
1,484

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入に係る使用料の支出について（平成28年9月分）
322,920

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（平成28年9月分）
619,056

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　光熱水費 平成28年経済センサス－活動調査にかかる審査会場の電気使用料金の支出について（９月分）
20,321

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年経済センサス活動調査にかかる事務用パソコン等借入経費の支出について（９月分）
4,734

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年経済センサス活動調査に係るテーブルほか11点借入経費の支出について（９月分）
53,700

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年経済センサス－活動調査審査会場にかかる電話料金等の支出について（１０月請求分）
51,751

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 平成28年経済センサス活動調査にかかる事務用パソコン等借入経費の支出について（９月分）
138,796

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 平成28年経済センサス活動調査に係るテーブルほか11点借入経費の支出について（９月分）
95,468

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年経済センサス－活動調査にかかる審査会場の賃貸借料金の支出について（９月分）
244,026

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託(長期継続契約)経費の支出について（平成28年9月分）
172,800

都市計画局 統計調査担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　印刷製本費 平成27年大阪府・市産業連関表作成基礎調査にかかる発送用封筒及び郵送提出用封筒の買入・印刷経費の支出について
113,648

都市計画局 開発計画課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（８月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（８月分）
162

都市計画局 開発計画課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（8月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分開発計画事務用市内出張等旅費の支出について（夢咲）
740

都市計画局 開発計画課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 アイ・スポットにおける清掃業務委託にかかる支出について（第３回）
20,304

都市計画局 開発計画課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
7,934

都市計画局 開発計画課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（８月分）
10,475

都市計画局 開発計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
12,111

都市計画局 開発計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞他1点（７月～９月分）の購入にかかる経費の支出について
25,638

都市計画局 開発計画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用　ファクシミリ借入経費の支出について（平成２８年９月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 平成28年度アイ・スポットにおける管理運営業務委託費の支出について（９月分）
247,968

都市計画局 開発計画課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 都市開発プロモーション事業用　MIPIM出展にかかるブース設営業務委託経費の支出について
1,306,800

都市計画局 開発計画課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（9月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（８月分）
22,509

都市計画局 開発計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 中之島５丁目の拠点開発に関する打合せのための東京管外出張にかかる交通費の支出について
29,390
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都市計画局 開発計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 中之島５丁目の拠点開発に関する打合せのための東京管外出張にかかる旅費の支出について
29,390

都市計画局 開発計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（９月分）
18,328

都市計画局 開発計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金の支出について（９月分）
7,012

都市計画局 開発計画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（１０月分）
113,347

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 「今里まちづくり活動協議会及び深江創生プロジェクト」に係るまちづくり専門家派遣選考会議開催に伴う委員への報償金の支出について（平成28年９月５日開催分）
50,299

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成28年８月分）
8,280

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 建築美観誘導関連事務用　平成28年度第１回御堂筋デザイン会議報償費の支出について
50,719

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用　大阪市エリアマネジメント活動促進制度に基づく補助金の支出について（第２回目）
12,307,280

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 開発許可関係事務用　平成２８年度大阪府開発指導行政協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 まちづくり活動支援事業用　まちづくり活動支援業務にかかる委託料の支出について（キタ歓楽街環境浄化推進協議会）
993,600

都市計画局 開発誘導課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発許可関係事務用　市内出張交通費等の支出について（９月分）
9,674

都市計画局 建築企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 第３回大阪市空家等対策協議会にかかる報酬および費用弁償の支出について
146,277

都市計画局 建築企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 第３回大阪市空家等対策協議会にかかる報酬および費用弁償の支出について
3,320

都市計画局 建築企画課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 第３回大阪市空家等対策協議会にかかる報酬および費用弁償の支出について
146,277

都市計画局 建築企画課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 第３回大阪市空家等対策協議会にかかる報酬および費用弁償の支出について
3,320

都市計画局 建築企画課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品購入経費の支出について
13,895

都市計画局 建築企画課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（８月分）の支出について
30,796

都市計画局 建築企画課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　印刷製本費 建築基準行政事務用　大阪市建築審査会報告（平成27年度）印刷に係る経費の支出について
17,388

都市計画局 建築企画課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 建築審査会事務用　第６３回全国建築審査会長会議にかかる会議負担金の支出について
5,000

都市計画局 建築企画課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　複写電送装置（モノクロファクシミリ）使用料の支出について（９月分）
4,860

都市計画局 建築企画課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 建築行政事務用　地下鉄回数カードの購入経費の支出について
60,000

都市計画局 建築企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 空家等対策協議会事務用食糧費（大阪市空家等対策協議会　第１回専門部会）の支出について
200

都市計画局 建築企画課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 空家等対策協議会事務用食糧費（大阪市空家等対策協議会　第１回専門部会）の支出について
200

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第３回大阪市空家等対策協議会会議録調製業務経費の支出について
31,050

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
48,927

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
40,187

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（９月分）の支出について
47,462

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　筆耕翻訳料 第３回大阪市空家等対策協議会会議録調製業務経費の支出について
31,050

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２８年度（９月分）　建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
192,420

都市計画局 建築企画課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 第２３回ＣＡＳＢＥＥ建築評価員講習参加にかかる受講料の支出について
21,600

都市計画局 建築確認課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
48,759

都市計画局 建築確認課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 平成28年度第1回大阪市建築物環境配慮推進委員会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,280

都市計画局 建築確認課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用平成２３年度建築行政支援システムの再構築に係る機器長期借入料(9月分）の支出ついて
64,692

都市計画局 建築確認課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（９月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（9月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（9月分）の支出について
238,140

都市計画局 建築確認課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２８年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（９月分）の支出について
778,884

福祉局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（労働時間・休日・休暇管理の手引）の購入経費の支出について
3,980

福祉局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　市内出張交通費に係る支出について（８月分）
21,888

福祉局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入　（総務部、高齢施策部、生活福祉部、障がい者施策部）に係る経費の支出について（平成28年９月分）
10,908

福祉局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・リハセン・地域福祉課（総福システム）」にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
5,508

福祉局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑲　一般事務用　平成24年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（地域福祉課）にかかる支出について（平成28年９月分）
5,460

福祉局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
7,344

福祉局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入所要経費の支出について（平成28年９月分）
370,761

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
15,357

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
44,582

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　一般事務用　庁内情報利用パソコン機器等の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
207,576
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福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
132,332

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
218,074

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
176,251

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成27年3月導入）の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
716,644

福祉局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （23）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年4月導入）の長期借入（保護課・介護保険課（船場分室））にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
38,880

福祉局 総務課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 視覚障がい者用読上げ専用ソフト「ＰＣ－Ｔａｌｋｅｒ」（再インストール用ＣＤ・アップグレード版）ほか１点の買入経費の支出について
41,040

福祉局 総務課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）にかかる支出について（平成28年７月～９月分）
25,638

福祉局 総務課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２４年度デジタル印刷機長期借入（総務部）経費の支出について（平成28年９月分）
10,108

福祉局 総務課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入経費の支出について（平成28年９月分）
53,330

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成28年9月分）
1,995

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度福祉局文書等逓送業務委託経費の支出について（平成28年９月分）
69,750

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22) 視覚障がい者用パソコン等機器の借入経費の支出について（平成28年９月分）
27,687

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 （21）平成28年度複写電送装置（ファクシミリ・経理・企画課分室分）の借入（再リース）経費の支出について（平成28年９月分）
1,966

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 （21）平成28年度複写電送装置（ファクシミリ・経理・企画課分室分）の借入（再リース）経費の支出について（平成28年９月分）
842

福祉局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度福祉局文書等逓送業務委託経費の支出について（平成28年９月分）
97,650

福祉局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成28年9月分コピー代金の支出について（12台分）
449,493

福祉局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用サイドスクリーンほか３点の買入にかかる経費の支出について
14,644

福祉局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（８月分）
29,952

福祉局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　ＩＣＴ利用に伴うマジックコネクト利用にかかる経費の支出について（９月分）
853

福祉局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
753,169

福祉局 総務課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（８月分）
35,193

福祉局 総務課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（１０月分）
884,973

福祉局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（９月分）
13,069

福祉局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料９月分）
3,999

福祉局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料９月分）
108

福祉局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（９月分）
5,697

福祉局 総務課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（９月分）
6,693

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用市内出張旅費（９月分）の支出について
3,276

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
11,787

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２８年９月分コピー代金の支出について（２台分）
58,575

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
5,568

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
5,568

福祉局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
41,725

福祉局 総務課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　毎日新聞及び日本経済新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
13,851

福祉局 総務課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２８年９月分コピー代金の支出について（２台分）
68,825

福祉局 総務課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
6,543

福祉局 総務課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度事務参考用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７月～９月分）
6,543

福祉局 総務課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（９月分）
49,027

福祉局 経理・企画課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第１回）
45,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第２回）
57,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月４日支給分）
46,710,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月４日支給分）
174,387,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（８月分）の支出について
1,370

福祉局 経理・企画課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（８月分）の支出について
1,370

福祉局 経理・企画課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第１３回）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金の支出について（１０月６日支給分）
330,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第３回）
9,000
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福祉局 経理・企画課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時給付金等支給事務用　付箋ほか１３点の買入経費の支出について
922,388

福祉局 経理・企画課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時給付金等支給事務用　付箋ほか１３点の買入経費の支出について
395,309

福祉局 経理・企画課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月７日支給分）
27,480,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月７日支給分）
103,053,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「厚生法規総覧追録（４８６７～４８７７号）」買入経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金の支出について（１０月１２日支給分）
60,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月１３日支給分）
25,650,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月１３日支給分）
104,076,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１４点の借入に係る経費の支出について（９月分）
147,270

福祉局 経理・企画課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１４点の借入に係る経費の支出について（９月分）
343,630

福祉局 経理・企画課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立社会福祉センター指定管理に係る業務代行料の支出について（第３四半期分）
8,164,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
5,314

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
4,700

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
1,058

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（９月分）
38,648

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（９月請求分）その２の支出について
2,059

福祉局 経理・企画課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（９月請求分）その２の支出について
882

福祉局 経理・企画課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（９月分）
1,148,440

福祉局 経理・企画課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第４回）
105,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金の支出について（１０月１９日支給分）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月２０日支給分）
129,036,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金等（施設児童分）の支給に係る経費の支出について（３回目）
42,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月２０日支給分）
30,570,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（９月分）
20,356

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金等支給事務用　コピー代金の支出について（９月分）
5,207

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金等支給事務用　コピー代金の支出について（９月分）
12,150

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金等支給事業用　窓あき封筒（不備、年金）ほか７点の買入及び同所要経費の支出について（９月分）
807,840

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
2,999,915

福祉局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（９月分）の支出について（料金後納郵便分）
12,378,521

福祉局 経理・企画課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（９月分）
2,144

福祉局 経理・企画課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
97,478

福祉局 経理・企画課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（９月分）の支出について（料金後納郵便分）
297,217

福祉局 経理・企画課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等臨時福祉給付金支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第１４回）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方公共団体契約実務の要点追録78-81号　外１点」買入経費の支出について
16,812

福祉局 経理・企画課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（９月分）
16,200

福祉局 経理・企画課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金等支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（９月分）
84,821

福祉局 経理・企画課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金等支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（９月分）
36,352

福祉局 経理・企画課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第５回）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金の支出について（１０月２６日支給分）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（９月分）
96,518

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 経済対策に盛り込まれた簡素な給付措置の支給業務に関する全国説明会への出席及び同所要経費の支出について
58,480

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（９月分）の支出について
2,020

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（９月分）の支出について
2,020

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 平成２８年度　臨時福祉給付金システム等のシステム構築および保守等業務委託の支出について（９月納品分）
21,164,544

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金（ＤＶ関連）の支給に係る経費の支出について（１回目）
90,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月２８日支給分）
89,877,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（１０月２８日支給分）
23,910,000
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福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金支給事業用　窓あき封筒（再勧奨、臨福）ほか１点買入経費の支出について
3,138,296

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１０月請求分）の支出について
358,765

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（１０月請求分）の支出について
837,119

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：９月分）
3,881,304

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ：９月分）
3,103,704

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：９月分）
90,396

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな：９月分）
2,489,832

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ：９月分）
109,080

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ：９月分）
4,603,608

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ：９月分）
63,396

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな：９月分）
40,608

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（９月分）
17,146,326

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（９月分）
40,008,095

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等臨時福祉給付金の支給に係る経費の支出について（口座不能等１回目、システム終了後の支払分）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る刑事施設に収容されている者に対する給付金の支給について（第６回）
96,000

福祉局 地域福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２８年７月、８月分出張旅費の支出について
18,404

福祉局 地域福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）補助金の支出について（第３四半期分）
129,400,750

福祉局 地域福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度休日夜間福祉電話相談事業にかかる経費の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
6,626,500

福祉局 地域福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度権利擁護相談支援サポートセンター事業の実施にかかる経費の支出について（第３四半期）（長期継続契約）
12,782,500

福祉局 地域福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８月分）
21,271

福祉局 地域福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援制度全国担当者会議の出席及補助金の協議に係る東京出張経費の支出について（平成28年９月16日分）
29,230

福祉局 地域福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（８月分）
2,797

福祉局 地域福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成２８年度社会福祉施設従事者等表彰並びに地域福祉推進功労者表彰用案内状用紙ほか２点の買入経費の支出について
82,231

福祉局 地域福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成28年度第85回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（会長分）
327,120

福祉局 地域福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成28年度第85回全国民生委員児童委員大会にかかる経費の支出について（職員分）　　（平成28年10月20日～21日開催）
23,260

福祉局 地域福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成28年度第85回全国民生委員児童委員大会への参加経費（資料代）の支出について　　（平成28年10月20日～21日）
65,000

福祉局 地域福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度　第１回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
81,265

福祉局 地域福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度　第１回大阪市福祉有償運送運営協議会にかかる委員報酬および費用弁償の支出について
3,060

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用産経新聞（平成28年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用読売新聞（平成28年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用毎日新聞・日本経済新聞（平成28年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
25,638

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用朝日新聞（平成28年度分）の購入経費の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 生活福祉部一般事務用厚生福祉（平成28年度分）の購入経費の支出について（第２四半期）
13,284

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第71回大阪市民生委員児童委員大会及び社会福祉施設従事者等表彰にかかる案内状発送用封筒の購入経費の支出について
30,542

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第71回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（ポケットティッシュケース）購入経費の支出について
36,000

福祉局 地域福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 第71回民生委員児童委員大会にかかる案内状印刷経費の支出について
47,304

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
906,183

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その１）（上半期分）
2,284,151

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その２）（上半期分）
1,701,033

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 平成２８年度　社会福祉研修・情報センター管理運営状況評価にかかる外部評価委員の委員報酬の支出について
16,733

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報償費　報償金 平成２８年度　社会福祉研修・情報センター管理運営状況評価にかかる外部評価委員の委員報酬の支出について
16,253

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
6,730,400

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
744,411

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
455,517
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福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務の所要経費の支出について（第２回中間払い）
9,898,524

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
1,661,882

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（９月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（９月分）
1,011

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その１）（上半期分）
7,777,785

福祉局 地域福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業の実施及び同経費の支出について（その２）（上半期分）
2,119,228

福祉局 地域福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第71回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（紙製しおり）購入経費の支出について
19,200

福祉局 地域福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 第71回大阪市民生委員児童委員大会参加記念品（木製クリップ）購入経費の支出について
20,000

福祉局 地域福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システムグループ事務用「タックインデックス　ほか18点　買入」にかかる経費の支出について
24,640

福祉局 地域福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：弁護士会）
16,457

福祉局 地域福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：社会福祉士会）
16,457

福祉局 地域福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：弁護士会）
148,113

福祉局 地域福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者虐待防止にかかる専門相談事業（単価契約）の支出について（第２四半期：社会福祉士会）
148,113

福祉局 保護課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（紙おむつ代）の支出について（平成２８年９月請求分）
27,100

福祉局 保護課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具、文書料）の支出について（平成２８年９月請求分）
63,767

福祉局 保護課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　３
2,268

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分保護費、８月作業分）の支出について
1,044,414

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（１０月分）　　　　　　　（淀川寮救護、淀川寮更生、大淀寮救護、大淀寮更生、港晴寮、第２港晴寮）
86,512,710

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２８年１０月概算分）の支出について
52,631,036

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２８年８月概算分）の精算について（追給）
1,078,586

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２８年８月概算分）の精算について（追給）
2,862,138

福祉局 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２８年１０月概算分）の支出について
203,218,140

福祉局 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　５
324

福祉局 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　６
1,944

福祉局 保護課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する９月分報酬及び交通費の支出について
76,832

福祉局 保護課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する９月分報酬及び交通費の支出について
3,960

福祉局 保護課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（８月分）の支出について
16,720

福祉局 保護課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２８年１０月分の支出について
5,814,700

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度中国残留邦人に対する地域生活支援事業（中国残留邦人等支援ネットワーク事業及び日本語教育支援事業）業務委託経費の支出について（第３四半期分）
1,454,889

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２８年８月審査分
127

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務委託経費の支出について（第３四半期分）
6,259,977

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について（平成２８年９月請求分）
2,430

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（７月分）の支出について
10,496

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（８月分）の支出について
6,600

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　４
1,944

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２８年８月審査分
93,126

福祉局 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度中国語通訳委託業務（単価契約）にかかる経費の支出について（８月分）
83,018

福祉局 保護課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　７
1,944

福祉局 保護課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる経費の支出について（９月分）
272,808

福祉局 保護課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる経費の支出について（９月分）
374,436

福祉局 保護課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度中国残留邦人に対する地域生活支援事業（中国残留邦人等支援ネットワーク事業及び日本語教育支援事業）業務委託経費の支出について（第３四半期分）
1,454,889

福祉局 保護課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度中国残留邦人等に対する地域生活支援事業（「自立支援通訳等派遣事業」及び「総合相談窓口事業」）業務委託経費の支出について（第３四半期分）
5,496,311

福祉局 保護課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 心理判定業務用ＷＡＩＳ－Ⅲ成人知能検査記録用紙セット（ワークブック付）ほか１点買入にかかる所要経費の支出について
227,890

福祉局 保護課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２８年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について
10,206

福祉局 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（９月分）の支出について　査察グループ
29,670

福祉局 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２８年度心理判定業務（管外出張）にかかる支出について（救護施設　橡生の里）
3,800

福祉局 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度　生活保護適正化にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
324,000
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福祉局 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２８年９月審査分（追加払い）の支出について
37,534,824

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料平成２８年９月審査分の支出について
32,015

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費平成２８年９月審査分の支出について
1,796,706

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 生活保護施設事務用 もと救護施設愛隣寮における電気代（９月分）の支出について
7,594

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２８年９月審査分の支出について
6,884,745

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度生活保護業務にかかる法律相談顧問業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
324,000

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出について（８月分）
1,200,830

福祉局 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２８年９月審査分の支出について
505,791,669

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具、文書料）の支出について（平成２８年１０月請求分）
101,559

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費の支出について（平成２８年９月申請分）
145,800

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
174,809

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業補助金の支出について（３回目）
40,182,000

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２８年１０月審査分）
18,828,536

福祉局 保護課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（９月分）
1,623,775

福祉局 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用『医科点数表の解釈　平成２８年４月版』外６点の購入経費の支出について
11,475

福祉局 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用『医科点数表の解釈　平成２８年４月版』外６点の購入経費の支出について
12,150

福祉局 保護課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（９月分）の支出について
15,978

福祉局 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「納付書（納付書Ａ４カットＯＣＲ用紙）」ほか１点の印刷にかかる経費の支出について
1,340,172

福祉局 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成２８年９月点検分）
4,936,547

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西成区）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
3,218,948

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西区ほか３区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
2,588,993

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（中央区ほか５区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
3,053,989

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（東住吉区ほか１区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
2,819,396

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（淀川区ほか１区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
2,784,502

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（阿倍野区ほか２区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
2,774,078

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（北区ほか５区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
2,782,439

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料平成２８年９月審査分の支出について
61,632

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について（平成２８年１０月請求分）
1,642

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について（平成２８年１０月請求分）
8,000

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬平成２８年１０月審査分（概算払い）の支出について
19,065,000

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、装具）の支出について（平成２８年１０月請求分）
136,317

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１０月分報酬及び交通費の支出について
76,832

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する１０月分報酬及び交通費の支出について
3,960

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「後発医薬品希望カード」印刷経費の支出について
669,600

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（１０月分）
5,367

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
1,421,199

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料平成２８年９月審査分の支出について
21,535,552

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西成区）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
21,340,308

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（東住吉区ほか１区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
18,753,604

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（淀川区ほか１区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
17,718,922

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：３）の支出について
150,984

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：２）の支出について
393,336

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（中央区ほか５区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
19,400,280

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：１）の支出について
362,880

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について（概算契約）（その２）（９月作業分）
938,134

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（阿倍野区ほか２区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
17,718,922

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（西区ほか３区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
16,425,570
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福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合就職サポート事業（北区ほか５区域）委託業務にかかる経費の支出について（第２四半期分）
17,977,593

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（９月分：４）の支出について
150,498

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２８年１１月分）の支出について
7,068,979,505

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２８年１１月分）の支出について
3,439,699,765

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２８年１１月分）の支出について
52,971,433

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬平成２８年１０月審査分（概算払い）の支出について
11,067,131,688

福祉局 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２８年１１月分）の支出について
26,890,532

福祉局 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　窓口更新通知書外２点印刷にかかる支出について（１／３回目）
185,036

福祉局 保険年金課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
36,330

福祉局 保険年金課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月正常分娩）
72,175,181

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 財産調査業務用レターパックの購入経費の支出について
216,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,254,361,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
214,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,094,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第６期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
227,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第６期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,312,849,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（８月分）
49,614

福祉局 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（８月分・第１回）
11,987,274

福祉局 保険年金課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証更新用同封ビラの作成経費の支出について
89,812

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
240

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（その２）にかかる所要経費の支払について（８月分）
59,400

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（８月分）
42,257

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 医療助成事務用品（ＣＤ-Ｒ）の買入経費の支出について
8,208

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（８月分）
113,482

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（８月分）
18,254

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
6,538

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（その２）にかかる所要経費の支払について（８月分）
366,126

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（６月分）の支出について
7,272

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（８月分）の支出について
3,420

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
8,960

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成28年８月分コピー代金の支出について
18,957

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（その２）にかかる支出について（８月分）
4,955

福祉局 保険年金課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかる平成28年８月分コピー代金の支出について
12,639

福祉局 保険年金課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（１０月分）
2,146,881,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月11日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２８年度後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（１０月１１日支払　過年度減額更正分）
3,300

福祉局 保険年金課 平成28年10月11日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月１１日支払分）（歳出還付）
1,266,159

福祉局 保険年金課 平成28年10月12日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年９月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
119,917

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度　国民健康保険被保険者証（オンライン用）外２点の作成にかかる所要経費の支出について（１回目）
13,502,560

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度　国民健康保険被保険者証（オンライン用）外２点の作成にかかる所要経費の支出について（１回目）
2,074,647

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 平成28年度　国保だよりの作成にかかる所要経費の支出について
984,258

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成28年８月分）
11,192

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（６～８月点検分）
14,781,847

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成28年10月分)
306,650

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（７、８月分・第２回）
2,071,778

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年９月分）
11,528

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年９月分）
33,100

福祉局 保険年金課 平成28年10月14日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（全国市町村職員共済組合）
11,400
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福祉局 保険年金課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
5,706,655

福祉局 保険年金課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
9,694,661

福祉局 保険年金課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（８月分）
11,500,264

福祉局 保険年金課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成28年９月分）
126,456,786

福祉局 保険年金課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成28年９月分）
3,600,795

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：１０月審査概算払分）
176,361,242

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：１０月審査概算払分）
256,928,617

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：９月審査概算払追給分）
1,277,483

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：１０月審査概算払分）
113,410,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
29,190

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（９月審査分）
31,547,546

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（10月概算払分）
6,783,414,839

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（９月決定分）
411,629,615

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（９月決定分）
2,978

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（９月決定分）
1,873,080,329

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（９月異常分娩）
55,383,356

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（９月審査分）
648,586

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（９月審査分）
330,913,253

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（９月決定分）
7,782,539

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（９月決定分）
51,942,323

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第6期分）
898,963,492

福祉局 保険年金課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第6期分）
7,136,316,277

福祉局 保険年金課 平成28年10月19日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（９月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,075,510,346

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
74,560

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：９月審査分）
1,710,480

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（９月分）
4,587,076

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
1,696,320

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
5,600,720

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：９月審査分）
140,560

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：９月審査分）
61,920

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
36,056

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
132,727

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（９月分　調剤）
31,139,856

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（９月分　レセ電）
588,168

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（９月分　柔整）
2,063,448

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・一般）の支出について
94,141,719

福祉局 保険年金課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る９月分（７月施術・退職）の支出について
1,943,011

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
347,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
190,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（９月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　窓あき共通封筒ほか１５点の購入経費の支出について（国民健康保険賦課事務用・医療助成事業用）９月３０日納品分
158,630

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
95,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
173,500

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(１０月決定分)
3,095,246

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)（西淀川区分）
22,929

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
173,500

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
57,240
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福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
95,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：１０月決定分）
2,875,932

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：１０月決定分）
2,247,718

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
190,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
347,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　窓あき共通封筒ほか１５点の購入経費の支出について（国民健康保険賦課事務用・医療助成事業用）９月３０日納品分
429,493

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　窓あき共通封筒ほか１５点の購入経費の支出について（国民健康保険賦課事務用・医療助成事業用）９月３０日納品分
132,300

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険事業国庫支出金申請システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について(平成２８年４月～平成２８年９月分)
108,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険システム用端末機器（増設分）のリース料（再リース）の支出について（９月分）
37,476

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
949,478

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
1,385,008

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２８年度　窓あき共通封筒ほか１５点の購入経費の支出について（国民健康保険賦課事務用・医療助成事業用）９月３０日納品分
291,341

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導利用勧奨コールセンター業務委託経費の支出について（第２四半期分）
2,866,145

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
347,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
190,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用サーバ機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
538,920

福祉局 保険年金課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険、医療助成、国民年金、後期高齢者医療システムおよび介護保険システム用端末機器等のリース料（再リース）の支出について（９月分）
131,760

福祉局 保険年金課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写データ使用料の支出について（９月分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
56,783

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 返信用封筒（資格・賦課）の作成及び同所要経費の支出について
37,205

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 返信用封筒（資格・賦課）の作成及び同所要経費の支出について
1,245,716

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
455,292

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
9,913,581

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
455,292

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
9,913,581

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
2,143,257

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
2,122,106

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（１０月２５日支払分）（歳出還付）
983,722

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（８月分）
3,654,405

福祉局 保険年金課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（７月分）
3,654,405

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用医療機関情報マスター提供にかかる委託業務の支出について
10,800

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
219,618

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
230,202

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
73,980

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
63,809

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（９月分）
29,585

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
6,012

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務に係る所要経費の支出について（９月分）
120,945

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用医療機関情報マスター提供にかかる委託業務の支出について
10,800

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
107,744

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
109,893

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 徴収事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
27,191

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
112,440

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
578,462

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（９月分）
136,858

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
649,011

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（９月分）の支出について
1,115,926
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福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
4,169,880

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
3,956,040

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
4,843,800

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 糖尿病性腎症重症化予防事業用アンケート返信郵送料（９月分）の支出について
1,358

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（28.９月分）
5,277,372

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（９月分）
291,929

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（８、９月分・第１回）
3,104,316

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 徴収事務用　市内出張交通費（７月分）の支出について
420

福祉局 保険年金課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険・介護保険・総合福祉システム構築用医療機関情報マスター提供にかかる委託業務の支出について
10,800

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度国民健康保険法律相談業務に関する顧問料の支出について（平成28年7月～9月分）
162,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
418,088

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
171,036

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
286,965

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（９月分）
200,145

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年９月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
227,926

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２８年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について（９
月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年９月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,791,816

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年９月審査分特定健康診査等委託料の支出について
62,518,184

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
48,980

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
387,803

福祉局 保険年金課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
44,329

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
106,704

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
26,676

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
26,676

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）ステープラー針　ほか９点の買入にかかる経費の支出について
26,208

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
213,408

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（９月分）の支出について
8,590

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保徴収事務用　国民健康保険料催告書同封ビラ印刷にかかる支出について
292,248

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について(平成28年9月分)
66,896

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（９月分）
158,758

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 （年金・後期・医助・国保システムプリンター用）トナーカートリッジの買入及び経費の支出について
82,944

福祉局 保険年金課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について(平成28年9月分)
22,575

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
360

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（９月分）
32,562

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（９月分）
127,300

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 重度障がい者医療費助成事業用　障がい者医療証（バッチ）外１点の作成及び同経費の支出について
231,260

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 重度障がい者医療費助成事業用　障がい者医療証同封ビラの作成にかかる経費の支出について
48,470

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
1,234,252

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：１０月審査概算払分）
116,725,591

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（９月分）
1,436

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：９月審査分）
396,049

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託経費の支出について（９月提供・１０月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（１０月審査概算払分）
30,230,989

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度老人保健交付金返還金の支出について
64,348

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（９月分）
11,828

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２８年９月分）
198,834

福祉局 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度　大阪府国民健康保険団体連合会分担金（後期分）の支出について
24,084,535
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福祉局 保険年金課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２８年度　後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（９月分）
6,344

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
90,268

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センター他２施設）電気料金（８月分）の支出について
117,699

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料の支出について（８月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
167,092

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
366,194

福祉局 自立支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払９月分）の支出について
2,389,890

福祉局 自立支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（８月分）の支出について
34,441

福祉局 自立支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 大阪市立西成市民館管理運営業務にかかる管理運営経費の支出について（平成28年度　第3四半期分）
4,110,000

福祉局 自立支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成28年度生活困窮者自立支援事業（就労ファーストステップ事業）業務委託契約にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
3,574,800

福祉局 自立支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成28年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援、24区）業務委託にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
67,689,084

福祉局 自立支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成28年度生活困窮者自立支援事業（法律相談）業務委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
786,100

福祉局 自立支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成28年度子ども自立アシスト事業委託料の支出について（単価契約、平成28年８月分）
166,924

福祉局 自立支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成28年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金、民間住宅10月臨時払い分）の支出について
333,900

福祉局 自立支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度子ども自立アシスト事業委託料の支出について（単価契約、平成28年８月分）
3,252,140

福祉局 自立支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）にかかる使用料の支出について（平成28年9月分）
1,109,484

福祉局 自立支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（平成28年9月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
178,904

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
22,030

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
30,213

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成28年度生活困窮者自立支援制度全国担当者会議出席にかかる普通旅費の支出について（平成28年９月16日開催分）
29,230

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 あいりん貯蓄組合事業清算業務用非常通報機設備及び附属設備保守点検業務委託契約にかかる所要経費の支出について(平成２８年１０月～平成２９年３月分)
54,432

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
11,422

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金（緊急入院保護グループ）９月分の支出について
972

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
48,141

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
209,292

福祉局 自立支援課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
24,420

福祉局 自立支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報償費　報償金 平成28年度生活困窮者自立支援懇談会委員報酬の支出について（平成28年10月11日開催分）
67,422

福祉局 自立支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（扶助費）２８年１０月分の支出について（就労自立給付金）
43,548

福祉局 自立支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（９月分）の支出について
29,512

福祉局 自立支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成28年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金、10月市営住宅分）の支出について
65,600

福祉局 自立支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　消耗品費 平成２８年度　あいりんシェルター利用者配布用乾パンの購入経費の支払いについて（第１回分納分）
1,518,078

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（９月分）の支出について
74,071

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成28年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金、民間住宅10月定例払い分）の支出について
522,900

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室９月分）
6,421

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター９月分）
12,852

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用ゴム印の購入にかかる所要経費の支出について
874

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（９月分）の支出について
96,581

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（受取人払分）
34,557

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（９月分）の支出について（差出分）
149,408

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料の支出について（９月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）２８年１１月分の支出について
7,098,000

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）２８年１１月分の支出について
2,000,000

福祉局 自立支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）２８年１１月分の支出について
30,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（８月分実績）の支出について（その２）
398,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用二十一大都市心身障害者(児)者関連　障がい者福祉施設の防犯対策に対する予算要望（厚生労働省）のため出張経費の支出について
57,680

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度障がい者福祉事業用市内出張交通費の支払いについて（８月分）
25,252
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福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度　障害者差別解消法に係る相談に対する支援等事業業務委託料の支出について（第３四半期分）
2,302,020

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい者スポーツセンター管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
172,155,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立早川福祉会館管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
8,416,903

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（平成２８年９月決議分）
1,513,840

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等平成２８年９月決議分）
294,500

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（８月分）
19,278,050

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第１回大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成28年8月26日開催分）
113,771

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成27年度事業分　指定管理施設の外部評価会議開催にかかる報償費の支出について（平成２８年８月３日・５日・２４日開催分）
101,858

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成28年度第１回大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成28年8月26日開催分）
2,840

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院8月分）
17,920

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第３号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第９号）
45,900

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第８号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度心身障がい者扶養共済事業弔慰金の支給について（１０月支給分）
300,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月14日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（平成２８年１０月分）
23,180,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい福祉事業用 点字プリンター墨字印刷用インクリボンカートリッジ　買入経費の支出について
20,520

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用 平成28年度　産経新聞の年間購読料の支出について(第２四半期分）)
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用 平成28年度読売新聞の年間購読料の支出について（第２四半期分）
12,111

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用 平成28年度　毎日新聞・日本経済新聞の年間購読料の支出について(第２四半期分)
25,638

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用 平成28年度厚生福祉の年間購読料の支出について(第２四半期分)
13,284

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市障がい者施策推進協議会委員用視覚障がい者ガイドヘルプ業務委託経費の支出について（９月13日開催）
4,600

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業６月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業９月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度知的障がい者における介護員資格取得・就労支援事業業務委託契約にかかる同所要経費の支出について（第３四半期分）
1,600,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央センター）業務委託契約にかかる同所要経費の支出について（第３四半期分）
7,900,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援業務委託契約にかかる同所要経費の支出について（第３四半期分）
1,500,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市早川福祉会館点字図書室運営委託の実施及び同所要経費の支出について（第３四半期分）
11,500,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付による支出について（第３四半期）
13,800,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度点字図書館運営補助金交付による支出について（第三四半期分）
16,400,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市身体障がい者社会参加促進事業の支出について（第２回分）
5,511,245

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市点訳奉仕員養成事業の支出について（第２回分）
134,136

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい者相談支援センター事業業務委託委託料の支出について（住宅入居等支援事業８月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市手話奉仕員養成事業の支出について（第２回分）
6,178,634

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成28年度「心の輪を広げる障がい者理解促進事業」の心の輪を広げる体験作文等の入選作品選考会委員報酬経費の支出について
26,740

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 「障がいがある方のための福祉のあらまし　平成28年度版」の印刷にかかる経費の支出について（障がい者福祉事業用）
2,580,076

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市要約筆記者養成及び要約筆記者派遣事業の委託料の支出について（第３回分）
971,750

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業の支出について（第３四半期分）
14,173,743

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（その２）の支出について
313,200

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市身体障がい者生活訓練事業の支出について（第３四半期分）
6,711,621

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市リフト付バス運行事業の支出について（第３四半期分）
2,015,000

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成28年度大阪市身体障がい者相談員事業報償金の支出について（上半期分）
34,200

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（９月13日開催）
162,530

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成28年度第１回大阪市障がい者施策推進協議会委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（９月13日開催）
5,480

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月会議開催分）
178,783
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福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度特別児童扶養手当の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（８～９月会議開催分）
178,783

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用 市営交通無料乗車証ＩＣカード化に向けての意見交換にかかる（名古屋）出張経費の支出について
8,920

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用 平成２８年生活のしづらさなどに関する調査担当者説明会への出席にかかる（東京）出張経費の支出について
28,900

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度障がい者福祉事業用市内出張交通費の支払いについて（９月分）
16,442

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（９月分実績）の支出について
71,109,130

福祉局 障がい福祉課 平成28年10月31日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２８年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２８年１０月分）
3,431,600

福祉局 障がい支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東淀川区第21号22号23号24号）
55,680

福祉局 障がい支援課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（８月分）
18,600

福祉局 障がい支援課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（８月分）
53,280

福祉局 障がい支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成28年８月分その２）【大阪市外分】
333,200

福祉局 障がい支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（８月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて８（４月～８月分）
218,940

福祉局 障がい支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（８月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（７月サービス・９月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）の経費の支出について（８月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成28年８月提供９月請求分）その２
13,320

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
423,434

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 多子軽減にかかる障がい児通所給付費の支出について（９月請求分）
8,467

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（６月サービス・９月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H28.8月サービス提供分）
194,758

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東成区第３号第４号、住之江区第５号）
12,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（８月提供分月遅れ込）
13,457,642

福祉局 障がい支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度移動支援サービス費の支出について（８月サービス・９月請求分）
46,060

福祉局 障がい支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成28年８月提供９月請求分）
18,600

福祉局 障がい支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　障がい福祉サービス費の支出について（９月審査分）
4,631,241,099

福祉局 障がい支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　障がい児給付費の支出について（９月審査分）
710,740,470

福祉局 障がい支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（９月審査分）
250,908,114

福祉局 障がい支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年度　日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について9月その1（名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（８月提供、請求遅れ分）
3,220

福祉局 障がい支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（９月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（６月サービス・９月請求分）その２
9,530

福祉局 障がい支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（７・８月サービス・９月請求分）
20,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（９）
18,750

福祉局 障がい支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（９月受付分）
1,193,276

福祉局 障がい支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（９月受付分）
4,904,375

福祉局 障がい支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（９月受付分）
934,325

福祉局 障がい支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
500,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その２）
381,821

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その４）
384,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保８月診療分９月審査分）
64,766

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢８月診療・９月審査分）
31,772

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保８月診療分）
21,685,200

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（国保）８月診療９月審査分の支出について
17,832,240

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（後期高齢）８月診療９月審査分の支出について
526,844

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢８月診療分）
2,604,348

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（８月診療９月審査分）
1,251,037

福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（８月診療９月審査分）
844,142
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福祉局 障がい支援課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（８月診療９月審査分）
833,042

福祉局 障がい支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１２）
98,085

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その３）
311,040

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）９月提供分（７月診療８月審査）の支出について
18,639

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（８月診療９月審査分）
4,418

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分）
274,189

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（国保・審手）９月審査分の支出について
11,562

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（社保）８月審査分の支出について
1,018

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（後期高齢・審手）９月審査分の支出について
893

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（８月診療９月審査分）
6,485

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（８月診療９月審査分）
1,128

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保８月診療・９月審査分）
793,757,875

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（社保）８月診療分（９月審査分）の支出について
2,314,382

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（８月診療９月審査分）
8,884,079

福祉局 障がい支援課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（８月診療９月審査分）
18,800

福祉局 障がい支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（８月請求分その９の口座不能分）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定に係る医師意見書作成料の支出について（８月請求分その７の口座不能分）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成28年８月提供９月請求分）その２
7,410

福祉局 障がい支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2814号）
55,710

福祉局 障がい支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（８月請求分その１１の２）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて１（４月分）
1,891

福祉局 障がい支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
2,113,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）９月申請分
127,332

福祉局 障がい支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）９月申請分
6,372

福祉局 障がい支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて６（６月分）
2,300

福祉局 障がい支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東成区第５号）
3,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成28年9月分　その２）
84,629

福祉局 障がい支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成28年9月分　その１）
336,235

福祉局 障がい支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（９月分）
22,680

福祉局 障がい支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成28年8月提供分）
12,538

福祉局 障がい支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その８）
396,075

福祉局 障がい支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その６）
349,335

福祉局 障がい支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい支援区分認定調査業務委託に係る委託料の支出について（９月分）
4,984,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成28年９月分その１）【大阪市外分】
156,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市障がい児入所施設療育機能強化事業経費の支出について（社会福祉法人大阪福祉事業財団）【第２四半期分・物件費】
95,551

福祉局 障がい支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市地域活動支援センター事業（生活支援型）経費の支出について（下半期）
82,014,417

福祉局 障がい支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（２）
23,359

福祉局 障がい支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市障がい者リハビリテーション促進事業費の支出について（第２四半期分）（１）
235,361

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会、役員会出席に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２８年９月分）
3,437,735

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会、役員会出席に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成２８年９月分）
100,470

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その９の１）
390,765

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その７の１）
356,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その５の１）
365,925

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１０の２）
5,400

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（９月請求分その１０の１）
375,750

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園９月実施分）
6,841,968

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市福祉ホーム事業（他市町村型）の業務委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期）
56,430
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福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（８月診療９月審査１０月提供分）の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）の経費の支出について（９月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設（措置費）の支出について（９月実施、精算込分）
65,218,765

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（９月分）
17,520

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）１０月申請分
5,580

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）１０月申請分その２
25,260

福祉局 障がい支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（９月分）
52,200

福祉局 運営指導課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（８月分）
70,901

福祉局 運営指導課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（９月分）
48,394

福祉局 運営指導課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
267,941

福祉局 運営指導課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成28年9月分）
853

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（５８回目）
1,636,984

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４～８月実施分）（５９回目）
1,469,960

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（６０回目）
995,192

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～８月実施分）（３３回目）
380,926

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（8月分4回目）
167,730

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分１回目）
194,802

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（8月分3回目）
713,700

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（5月分10回目）
75,270

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成２８年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について
100,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分２回目）
1,648,804

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（３４回目）
2,131,544

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～８月実施分）（３５回目）
702,076

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分３回目）
226,488

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～８月実施分）（６２回目）
487,700

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成28年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
243,795

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成28年度第1回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
65,012

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成28年度第2回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
12,660

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成28年度第1回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
3,420

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（8月分5回目）
1,099,890

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度老人福祉措置費（やむを得ない措置）の支払いについて【平成28年９月請求分】
787,933

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度老人保護措置費の支出について（概算・第３四半期分）
636,298,194

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（８月分４回目）
567,030

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～８月実施分）（６３回目）
1,471,500

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６～９月実施分）（６６回目）
488,140

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（8月分3回目）
950,480

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（４～８月実施分）（６５回目）
487,100

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（６４回目）
1,512,856

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支払いについて（８月分５回目）
1,551,938

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「高齢者医療・福祉法令解釈要覧」追録１７５～１７６号　外１点にかかる買入経費の支出について
15,792

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 （高齢福祉課事務用）大阪市高齢者施策のあらまし外１点印刷物の作成及び同経費の支出について
1,092,960

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支払いについて（８月分６回目）
2,148,769

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業の業務委託について（第２回目）
14,859,750

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度老人保護措置費の支出について（京都府洛南寮８月分精算・９月分概算）
142,670

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（7月分4回目）
500,190

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（4月分9回目）
901,060

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（8月分6回目）
455,040
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福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）読売新聞買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）朝日新聞買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）毎日新聞・日本経済新聞買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
25,638

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）産経新聞買入にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（平成２８年８月分）
6,048

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（３６回目）
1,163,082

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（９月分）
43,200

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度老人保護措置費（やむ措置-９月請求分）の口座振替不能による再支出について【特別養護老人ホーム紅生園】
77,629

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（６７回目）
988,740

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度生活支援コーディネーター配置事業にかかる委託経費の支出について（第1期分）（此花区・東成区・生野区・東住吉区・平野区分）
11,984,590

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成28年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について
100,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（４～８月実施分）（３７回目）
331,198

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりの買入経費の支出について（９月納品分）
298,080

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査手数料の支払いについて（平成28年9月審査分）
368

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（３８回目①）
3,209,790

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（平成28年9月審査分）
131,593

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの買入経費の支出について（第４回目）
80,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（８月分）
4,621,604

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６～９月実施分）（６９回目）
986,880

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（６～９月実施分）（６８回目）
563,252

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度　介護保険施設情報提供等事業に係る業務委託経費の支出について（第3四半期）
2,063,519

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について（⑧～⑩）
70,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度 在日外国人高齢者給付金支給事業用扶助費の支出について（第２四半期）
5,690,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（７０回目）
1,002,840

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 地域包括支援センター連絡調整事業に係る経費の支出について（第３四半期分）
4,607,941

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成26年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
40,392,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成25年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
94,439,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成27年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
36,236,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成26年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
103,799,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（7月分5回目）
4,914,548

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成28年度4年契約締結包括）（第3四半期分）
215,178,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成25年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
133,979,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成28年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
135,535,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（９月分）
471,835

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成26年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
57,214,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（8月分7回目）
4,518,094

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成24年度5年契約締結包括）（第3四半期分）
29,376,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成27年度3年契約締結包括）（第3四半期分）
29,367,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（7月分10回目）
2,043,352

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 平成２８年度かみかみ百歳体操説明用チラシ作成経費の支出について
44,280

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（３９回目）
1,044,434

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（５～９月実施分）（３８回目②）
355,378

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成28年度地域リハビリテーション活動支援事業に係る委託経費の支出について（第１四半期分）
247,500

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（都島区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,010,716

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（9月分1回目）
3,581,120

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年月1日契約分その2）（9月分1回目）
1,767,978
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福祉局 高齢福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（6月分11回目)
82,050

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（平成２８年９月分）の支出について
37,692

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業用委託料（建築士）の支出について（平成２８年度第２四半期）
2,276,208

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度生活支援ハウス運営業務委託費の支出について（第３四半期分）
11,787,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２８年９月分）
34,020

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市軽費老人ホームサービス提供費補助金の支出について（第３四半期分）
122,044,600

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成28年度介護予防ポイント事業管理業務にかかる委託経費の支出について（４～12月分）
15,920,955

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（7月分11回目）
80,100

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（平成28年８月分）の支出について
42,768

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度日常生活用具給付事業用電磁調理器の概算買入にかかる経費の支出について
166,320

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「社会福祉法人・施設の経営実務」追録１３６～１３７号ほか１点にかかる買入経費の支出について
16,150

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）ふせん外８点買入にかかる経費の支出について
50,328

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 高齢者実態調査票返信にかかる料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
3,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
6,082,702

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業及び認知症カフェ等運営支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期分（１０～１２月分））
3,876,707

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度認知症疾患医療センター運営事業実施にかかる所要経費の支出について（第３四半期分（１０～１２月分））
2,457,296

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東成区社協・第１回）の支出について
147,950

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度養護老人ホーム措置扶助費の支出について（西宮市立寿園９月分）
332,060

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム措置扶助費の支出について（佐用町立朝霧園９月分精算・１０月分概算）
178,700

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 高齢者実態調査票返信にかかる料金受取人払郵便料金（９月分）の支出について
3,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 基本チェックリスト実施勧奨用郵送料の支出について（９月分）
118,641

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（淀川区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業及び認知症カフェ等運営支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期分（１０～１２月分））
142,650

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（旭区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,181,583

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度生活支援コーディネーター配置事業にかかる委託経費の支出について（第３期　港区・鶴見区分）
3,600,000

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平野区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,523,315

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（鶴見区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,181,583

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（9月分2回目）
1,375,760

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（北区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,010,717

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（東成区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,010,717

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（東住吉区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（住之江区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（浪速区・天王寺区）（第３回）
5,679,702

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（城東区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（西淀川区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,010,717

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（生野区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 高齢者相談支援サポート事業及び認知症カフェ等運営支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期分（１０～１２月分））
1,734,320

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（9月分2回目）
4,587,272

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（９月稼働分）の支出について
3,707,640

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年5月1日契約分）（9月分1回目）
576,030

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（西区・福島区）（第３四半期分（１０～１２月分））
5,679,702

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（東淀川区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,352,441

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（港区）（第３四半期分（１０～１２月分））
3,010,717

福祉局 高齢福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（８月利用：１０月請求分）
11,279,194

福祉局 高齢施設課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 大阪市立介護老人保健施設おとしよりすこやかセンター南部花園館緊急改修工事について
317,800

福祉局 高齢施設課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額の支払いについて【特別養護老人ホーム新北島（カサブランカ）】
26,726,400

福祉局 高齢施設課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市施設開設準備経費補助金額の支払いについて【特別養護老人ホーム新北島（カサブランカ）】
43,110,000
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福祉局 高齢施設課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 平成28年度第2回大阪市介護保険事業者公募選定会議にかかる経費の支出について
50,839

福祉局 高齢施設課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分高齢施設課・介護保険課移管分事務用郵便料金の支出について
85,537

福祉局 高齢施設課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと大阪市立信太山老人ホーム跡地等の機械及び巡回警備業務にかかる所要経費の支出について（７月～９月分）
187,920

福祉局 高齢施設課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分高齢施設課・介護保険課移管分事務用郵便料金の支出について
2,418

福祉局 いきがい課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（８月分）の支出について
16,338,379

福祉局 いきがい課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度大阪市高齢者福祉大会優良老人クラブ市長感謝状作成業務にかかる経費の支出について
12,960

福祉局 いきがい課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市高齢者入浴割引事業補助金の支出について（上半期：浴場組合未加入　高手湯）
11,840

福祉局 いきがい課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期）（北区北老人福祉センター外（淀川区・城東区以外）２３施設）
134,001,000

福祉局 いきがい課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（第３四半期）
4,915,650

福祉局 いきがい課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 第２９回全国健康福祉祭ながさき大会の選手団派遣事業にかかる出張命令及び同経費の支出について
83,020

福祉局 いきがい課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
28,799

福祉局 いきがい課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
19,657

福祉局 いきがい課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市西区地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助金の支出について（西船場老人憩の家）
289,000

福祉局 いきがい課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
76,263

福祉局 いきがい課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もと地域活動支援プラザ東住吉外４施設に係る機械警備業務委託経費の支出について（第２四半期分）
256,608

福祉局 いきがい課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金８月分）の支出について
370,759,189

福祉局 いきがい課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（８月分）の支出について
747,130

福祉局 いきがい課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度老人クラブ活動推進事業委託料経費の支出について（第３・四半期分）
6,017,000

福祉局 いきがい課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度老人クラブ活動援助事業委託料経費の支出について（第３・四半期分）
21,374,000

福祉局 いきがい課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
60,449

福祉局 いきがい課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（９月分）の支出について
697,840

福祉局 介護保険課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000

福祉局 介護保険課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
87,480

福祉局 介護保険課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者介護手続マニュアル　追録第５５号　ほか１点の買入にかかる経費の支出について
6,041

福祉局 介護保険課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（8月分）
1,780,110

福祉局 介護保険課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 第三者行為求償用の事務委託料の支出について
6,315

福祉局 介護保険課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
5,400

福祉局 介護保険課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（8月分）
181,068

福祉局 介護保険課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分②）
125,168

福祉局 介護保険課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】①）
97,200

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（８月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険被保険者証（単票用）外１２点の作成に係る所要経費の支出について
3,021,127

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか7点の作成にかかる経費の支出について
461,786

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか7点の作成にかかる経費の支出について
113,508

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか7点の作成にかかる経費の支出について
172,044

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 介護保険料決定通知書用ビラ（更正賦課用）ほか7点の作成にかかる経費の支出について
63,958

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（８月分）
1,656,045

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑥)
7,560

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】②）
97,200

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑩)
9,720

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分③)
3,240

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑤)
30,240

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分④)
49,248

福祉局 介護保険課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑦)
3,240

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度介護事業者等集団指導に係るDVD作成業務委託にかかる所要経費の支出について
745,250

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（８月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,350

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
5,400
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福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
100,440

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（８月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑨）
12,960

福祉局 介護保険課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】③）
61,560

福祉局 介護保険課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑪)
12,960

福祉局 介護保険課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑧)
84,240

福祉局 介護保険課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑫）
84,780

福祉局 介護保険課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
78,840

福祉局 介護保険課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】④）
48,600

福祉局 介護保険課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について（平成28年８月分）
4,334,131

福祉局 介護保険課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について（平成28年８月分）
32,087,141

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
95,040

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大阪市介護認定審査会役員会にかかる会場使用料（難波市民学習センター）の支出について（10月27日開催）
22,200

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度介護サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
66,006,846

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
49,378,384

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
154,702,911

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
22,289,806

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（9月支給決定分）
44,530

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、年金保険者還付金の支出について（全国市町村職員共済組合連合会、歳出）
16,300

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、９月分還付金の支出について（口座、歳出）
618,005

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について（基礎年金：歳出）
84,006

福祉局 介護保険課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、9月分年金保険者還付金の支出について（厚生年金：歳出）
42,800

福祉局 介護保険課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度介護保険料決定通知書・納付書等作成業務委託に係る同経費の支出について（９月分）
60,311

福祉局 介護保険課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
13,400

福祉局 介護保険課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（８月分）
67,927,680

福祉局 介護保険課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成28年９月分）
2,100

福祉局 介護保険課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成28年９月分）
1,978

福祉局 介護保険課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分【他】⑤）
35,640

福祉局 介護保険課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（９月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（９月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
110,160

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成28年9月審査分）
570

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成28年9月審査分）
55,402

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（平成28年9月分）
1,229,357

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(8月分⑭)
1,438,560

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成28年9月審査分）
16,791,651,526

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成28年9月審査分）
1,322,282,082

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給付
費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成28年9月審査分）
314,771,894

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービス
等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成28年9月審査分）
523,497,985

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（平成28年9月審査分）
17,713,450

福祉局 介護保険課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険給付費通知書印字用連続帳票の作成および同所要経費の支出について
483,153

福祉局 介護保険課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成28年9月分）の支出について
3,214

福祉局 介護保険課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成28年9月分）の支出について
24,362

福祉局 介護保険課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成28年9月分）の支出について
2,274

福祉局 介護保険課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度おおさか介護サービス相談センター事業にかかる所要経費の支出について（第3四半期）
7,969,215

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
103,291

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 被保険者証送付用封筒（連続帳票用）外１８点の作成にかかる経費の支払いについて（第１回）
2,698,908
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福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
2,819,232

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 介護保険システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
1,708,905

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
33,930,139

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（９月分）
327,000

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
118,800

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用サーバ機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
321,300

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（９月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支出について（2回目）
269,614

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（平成28年９月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成28年8月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
6,928

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支出について（2回目）
971,093

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支出について（2回目）
250,059

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成28年8月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
67,742

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（平成28年9月分）の支出について
3,891

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支出について（2回目）
176,682

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（９月分）
8,300,448

福祉局 介護保険課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について（平成28年９月分）
2,593

福祉局 介護保険課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成28年9月分）
7,241

福祉局 介護保険課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成28年9月分）
109,729

福祉局 介護保険課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（8月分⑬）
3,780

福祉局 介護保険課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
27,436

福祉局 介護保険課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
53,564

福祉局 介護保険課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
74,520

福祉局 介護保険課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（９月分）
23,760

福祉局 介護保険課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(9月分①)
3,240

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
432

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（９月分）
124,020

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金に係る経費の支出について（９月分・ＮＴＴ西日本分）
24,781

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
432

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
2,592

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
641,305

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
351,993

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
3,975,269

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,167,121

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（９月分）
864

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（９月分）
482,602

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
747,869

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金に係る経費の支出について（９月分・ＮＴＴ西日本分）
183,460

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査業務委託に係る所要経費の支出について（9月分）
76,480,110

福祉局 介護保険課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、１０月分還付金の支出について（口座、歳出）
2,163,125

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成２８年度　大阪市立弘済院　警備業務委託の実施および同経費の支出について（平成28年8月分）
1,772,370

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年８月分）
32,535

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年８月分）
300,375

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
3,406,946

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
2,894,093

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年８月分）
717,390
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福祉局 弘済院管理課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療事務業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
1,913,760

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　第18回 日本骨粗鬆症学会参加にかかる経費の支出について
15,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年８月分）
21,993

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院第1特別養護老人ホーム空調機整備業務委託料の支出について
259,200

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院旧第1特別養護老人ホーム棟受水槽マンホールパッキンほか設置作業業務委託料の支出について
38,880

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年８月分）
4,948

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年８月分）
14,946

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 平成28年度　大阪市立弘済院附属病院正面玄関自動ドア修理経費の支出について
237,600

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　イルベタン錠１００ｍｇ外３点の買入及び同所要経費の支出について
44,648

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　インクカートリッジほか２７点の買入及び経費の支出について
35,640

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 備品購入費　庁用器具費 平成28年度　冷暖房機の買入及び同所要経費の支出について（中央監視室用）
119,448

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾電池　ほか９点の買入及び同所要経費の支出について
57,693

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　介護保険関係法令実務便覧　追録３１８－３２３　買入経費の支出について
7,482

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　ドリンクブレンダー　カッター部品の買入及び経費の支出について
11,940

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　インクカートリッジほか２７点の買入及び経費の支出について
23,215

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　平成２８年度　介護サービス情報の公表にかかる手数料の支出について
2,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム　厨房空調機点検業務の実施及び同所要経費の支出について
11,988

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年8月分）
250,996

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年7月分）
265,443

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　インクカートリッジほか２７点の買入及び経費の支出について
107,753

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾電池　ほか９点の買入及び同所要経費の支出について
627

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年7月分）
175,825

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　冷暖房機購入経費の支出について
972

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年8月分）
252,375

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　冷暖房機購入経費の支出について
293,868

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 水銀血圧計及び水銀体温計の処分にかかる手数料について
15,120

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院管理運営用　第44回 日本放射線技術学会秋季学術大会参加にかかる旅費の支出について
56,520

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院管理運営用　第44回 日本放射線技術学会秋季学術大会参加にかかる経費の支出について
10,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
10,039

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
12,025

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成28年度大阪市立弘済院　臨時職員定期健康診断業務委託経費の支出について
122,504

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
7,858

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
2,099

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
730

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報償費　報償金 弘済院第１特別養護老人ホーム指定管理者選定会議にかかる報償金の支出について（第２回分）
84,645

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　液体洗濯洗剤ほか１９点の買入及び同所要経費の支出について
4,536

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　プラスチック手袋　ほか３１点の買入及び経費の支出について
13,265

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　プラスチック手袋　ほか３１点の買入及び経費の支出について
76,979

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　液体洗濯洗剤ほか１９点の買入及び同所要経費の支出について
37,913

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・２特運営用・附属病院運営用　プラスチック手袋　ほか３１点の買入及び経費の支出について
21,050

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　液体洗濯洗剤ほか１９点の買入及び同所要経費の支出について
23,280

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　クリーンベンチ用殺菌灯ほか１点買入及び同所要経費の支出について
8,208

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　空調機修繕の実施及び同経費の支出について
15,660

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　玄関マット借入契約（概算契約）にかかる経費の支出について
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　船車修繕料 大阪市立弘済院管理運営用　公用車修繕にかかる経費の支出について
23,690

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成28年度大阪市立弘済院　職員検診（風疹・麻疹検査）業務委託経費の支出について
77,112

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　応援医師報償金の支出について（９月分）
2,158,000
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福祉局 弘済院管理課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　本人サポートの会スーパーバイザー報償金９月分の支出について
12,060

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市立弘済院中央監視装置ＵＰＳ等取替作業業務の実施及び同所要経費の支出について
99,360

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
5,184

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
10,260

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
314,847

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
26,082

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
152,949

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ（高吸収タイプ）買入（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
21,384

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
144,322

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつはくタイプ買入（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
84,363

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
170,100

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
38,362

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
118,783

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（９月分）
77,202

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（９月分）
48,785

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
97,070

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成28年９月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（平成２８年９月分）
1,280

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について９月分（長期継続契約）
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ドラムカートリッジほか３点買入及び同所要経費の支出について
68,612

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　チッパーリボン買入にかかる経費の支出について
8,316

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　シルメル試験紙の買入及び同所要経費の支出について
11,772

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院管理運営用　医師事務作業補助者労働者派遣業務（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（平成28年9月分）
598,622

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
23,036

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇ　ヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
358,894

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）９月分経費の支出について
188,697

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）９月分経費の支出について
234,524

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）９月分経費の支出について
188,546

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
14,800

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　設備監視装置保守点検業務委託の実施及び同委託料の支出について（平成28年７月～９月分）
162,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 弘済院事業用　平成２８年度　大阪市立弘済院　通信設備保守点検業務委託の実施および同経費の支出について（平成28年４月～９月分）
858,600

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託の実施及び同委託料の支出について（平成28年７月～９月分）
152,280

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成２８年度大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託の所要経費の支出について（平成２８年９月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
3,652

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託の実施及び同委託料の支出について（平成28年７月～９月分）
187,920

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
16,416

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ）（単価契約）９月分経費の支出について
138,434

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（モーラステープ７×１０ｃｍ　７枚）（単価契約）９月分経費の支出について
108,740

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
156,481

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠１０ｍｇ　ヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
439,992

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
118,908

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）９月分経費の支出について
216,972

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）９月分経費の支出について
46,310

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
877,930

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,284,028

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠　５ｍｇ　ヒート）（単価契約）９月分経費の支出について
1,025,730

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇ　ＰＴＰ）（単価契約）９月分経費の支出について
791,136
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福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（９月分）
10,270

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
57,771

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院昇降機保守点検業務委託の実施及び同委託料の支出について（平成28年７月～９月分）
278,964

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
35,545

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成28年９月分）
179,230

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成28年９月分）
2,430,429

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（平成２８年１０月分）
26,098

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　広告料 管理運営用　弘済院附属病院　広告看板意匠作成・掲出等業務経費の支出について
286,200

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成２８年度　大阪市立弘済院　警備業務委託の実施および同経費の支出について（平成28年9月分）
1,772,370

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年９月分）
32,535

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　泡立器２点の買入及び経費の支出について
2,019

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
5,726

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　ペーパータオル買入にかかる経費の支出について（平成２８年１０月分）
8,255

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成28年９月分）
636,733

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 平成28年度ガス料金の支出について（10月分：平成28年9月2日から平成28年10月3日分）
490,160

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年９月分）
300,375

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
11,474

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　ペーパータオル買入にかかる経費の支出について（平成２８年１０月分）
28,512

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成28年９月分）
1,819,440

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 平成28年度ガス料金の支出について（10月分：平成28年9月2日から平成28年10月3日分）
764,627

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,155,901

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
1,639,716

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成28年９月分）
717,390

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　リソグラフ用インク１０点買入の実施及び同所要経費の支出について
31,320

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　軍手２０点の買入及び経費の支出について
18,144

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ＣＤ－ＲＷ　ほか４点の買入及び経費の支出について
1,512

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院消防設備整備業務委託料の支出について
1,264,680

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ＣＤ－ＲＷ　ほか４点の買入及び経費の支出について
8,748

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年９月分）
273,738

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年９月分）
10,692

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年６月分）
12,960

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年８月分）
11,988

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年５月分）
10,692

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
3,409,009

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年７月分）
11,664

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特別養護老人ホーム運営用　ＬＰガス８ｋｇ容器ほか３点借上げの実施並びに同所要経費の支出について
7,560

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特別養護老人ホーム運営用　フライヤーほか３点借上げの実施並びに同所要経費の支出について
23,155

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費９月分の支出について（ＤＬＢ被験者分・介護者分）
14,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ＣＤ－ＲＷ　ほか４点の買入及び経費の支出について
7,128

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　ドラムカートリッジほか１点の買入及び同所要経費の支出について
97,200

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　食事せん外５点の印刷および同所要経費の支出について
108,000

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　大型分包機修繕の実施及び同経費の支出について
33,480

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）９月分経費の支出について
75,298

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（９月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　麻薬施用者免許証・麻薬管理者免許証の継続申請手数料の支出について
7,800
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福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成28年９月分）
207,341

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
2,843,090

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年９月分）
648

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年８月分）
648

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年７月分）
648

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年６月分）
648

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成28年５月分）
324

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（８月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（７月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（９月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（６月分）
72,240

福祉局 診療所 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２８年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（８月分）
50,153

福祉局 診療所 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 診療所業務用第１２７回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会への出席に伴う出張及び同所要経費の支出について
22,760

福祉局 診療所 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成28年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（９月分）
23,187

福祉局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度「補装具・福祉機器普及事業」の実施及び同経費の支出について（10月～12月分）
5,931,313

福祉局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度「身体障がい者通所言語訓練事業」の実施及び同経費の支出について（10月～12月分）
2,097,773

福祉局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度「身体障がい者通所肢体訓練事業」の実施及び同経費の支出について（10月～12月分）
5,835,434

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
5,224

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
2,640

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
9,926

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
2,440

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
3,252

福祉局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年7月分）
4,654

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
3,898

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
402

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
5,680

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
1,500

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
7,608

福祉局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成28年8月分）
3,660

福祉局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（９月分）
3,456

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用『厚生福祉』（年間購読）の購入経費の支出について（第2四半期）
13,284

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 企画情報事業用図書購入（『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編[2016年版]』外56点）にかかる経費の支出について
94,068

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成28年9月分）
6,976

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成28年9月分）
13,024

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
580,171

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務にかかる支出について（９月分）
15,424

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
387,360

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成28年9月分）
930

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　図書購入費 企画情報事業用図書購入（『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編[2016年版]』外56点）にかかる経費の支出について
134,757

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
64,711

福祉局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空調自動制御保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
14,458

福祉局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成28年８月分）
8,820

福祉局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成28年８月分）
2,970

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託にかかる支出について（第２四半期分）
411,480

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
1,100,207

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（9月分）
32,458

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
119,750
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福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等昇降機保守点検業務委託にかかる支出について（第２四半期分）
202,176

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（9月分）
21,103

福祉局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター等空気調和設備保守点検業務委託にかかる支出について（前期分）
27,443

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成28年9月分）
11,975

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成28年9月分）
59,756

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
5,376

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
810

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
2,968

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
11,477

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
11,213

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
174

福祉局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
465

福祉局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
4,397

福祉局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
733

福祉局 相談課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 知的障がい者相談・判定事業用　管外訪問相談等にかかる経費の支出について
2,340

福祉局 相談課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 知的障がい者相談・判定事業用　平成２８年度　行動障害支援者研修会にかかる経費の支出について
1,400

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成28年８月審査依頼分）
308,807

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成28年８月審査依頼分）
6,860

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 更生相談判定事業用　平成２８年度　身体障害者更生相談所身体障害者福祉司等実務研修会の参加にかかる経費の支出について
38,370

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 更生相談判定事業用　平成２８年度リハビリテーション心理職研修会の参加にかかる経費の支出について
40,380

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 知的障がい者相談・判定事業用　検査用紙の買入並びに同経費の支出について
261,137

福祉局 相談課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 更生相談判定事業用　平成２８年度リハビリテーション心理職研修会にかかる経費の支出について
2,200

福祉局 相談課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成28年9月審査依頼分）
48,759

福祉局 相談課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成28年9月審査依頼分）
1,480

福祉局 相談課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 更生相談判定事業用　近畿ブロック身体障害者更生相談所長協議会会費の支出について
4,000

福祉局 相談課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る業務委託料の支出について（北摂杉の子会・児童デイサービスセンターａｎ分）【第３四半期分】
4,200,000

福祉局 相談課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 発達障がい児専門療育機関業務委託に係る業務委託費の支出について（愛徳福祉会・大阪発達総合療育センターあさしお園分）【第３四半期分】
2,250,000

福祉局 相談課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る業務委託費の支出について（スポ協・大阪市更生療育センター分）【第３四半期分】
2,250,000

福祉局 相談課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る業務委託費の支出について（オフィスぼん・ｂｏｎキッズ北堀江分）【第３四半期分】
2,650,000

福祉局 相談課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 発達障がい児専門療育機関業務委託に係る業務委託費の支出について（北摂杉の子会・こども発達支援センターａｚ分）【第３四半期分】
2,730,000

福祉局 相談課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい者支援センター運営等事業委託料の支出について（平成28年度第3四半期分）
18,187,000

福祉局 相談課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（オフィスぼん。bonキッズ谷町分）【第2回目分】
2,500,000

建設局 管理部管理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
15,573

建設局 管理部管理課 平成28年10月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)ＯＣＡＴ駐車場
51,455

建設局 管理部管理課 平成28年10月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)船場パーキング
400,793

建設局 管理部管理課 平成28年10月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)中央区役所駐車場等
53,837

建設局 管理部管理課 平成28年10月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)ＡＴＣ駐車場
15,162

建設局 管理部管理課 平成28年10月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(９月分)プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成28年10月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 長堀通地下駐車場施設維持管理業務に係る経費の支出について（第3四半期分）
6,075,000

建設局 管理部管理課 平成28年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)十三駐車場等
4,527,041

建設局 管理部管理課 平成28年10月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)大阪駅前第１ビル地下駐車場等
890,908

建設局 管理部管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(９月分)大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(９月分)ＡＴＣ分
7,776

建設局 管理部管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用(IP電話)の支出について(７月・８月・９月分)
1,240

建設局 管理部管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)長堀駐車場等
15,539,631

建設局 管理部管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(９月分)桜橋駐車場
1,332,765

建設局 測量明示課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 測量業務用アルミ境界明示板ほか６点買入経費の支出について
147,582
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建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 島屋・春日出外１公共基準点測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,230,000

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
48,384

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（平成２８年１１月分）
259,200

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
28,890

建設局 測量明示課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
218,885

建設局 測量明示課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内等出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,380

建設局 路政課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 「かたづけ・たい」活動員証明書の印刷経費の支出について
25,596

建設局 路政課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 不法占拠対策用ガードフェンスほか１点の買入経費の支出について
589,680

建設局 路政課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 原材料費　工事材料費 不法占拠対策用正割材の買入経費の支出について
29,160

建設局 路政課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
10,386

建設局 路政課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
4,630

建設局 路政課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 放棄車両リサイクルに係る自動車リサイクル料金の支払いについて（９月分）
2,580

建設局 路政課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　トナーカートリッジほか１点買入経費の支出について
157,572

建設局 路政課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 第４０回屋外広告物審議会委員報酬の支出について
97,518

建設局 路政課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（９月分）の支出について②
9,288

建設局 路政課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（９月分）
3,015

建設局 路政課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（９月分）の支出について①
20,898

建設局 路政課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について（９月分）
123,768

建設局 自転車対策課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
26,551,607

建設局 自転車対策課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 放置自転車対策に係る南巽駅自転車駐車場土地賃借料の支出について（第２四半期分）
1,125,960

建設局 自転車対策課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（９月分）
36,412

建設局 自転車対策課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 防犯登録照会システムオンライン化機器長期借入－３にかかる経費の支出について（9月分）
14,871

建設局 自転車対策課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 放置自転車対策用　啓発指導員用腕章買入に係る経費の支出について
81,000

建設局 自転車対策課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 放置自転車管理システム再開発業務委託にかかる経費の支出について（４～９月分）
3,689,608

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 防犯登録照会システム用回線使用料の支出について（９月分）
23,295

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,123,200

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
3,358,800

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
2,235,600

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（契約変更）（９月）
2,818,800

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,198,800

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,522,800

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
874,800

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,555,200

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
2,689,200

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,976,400

建設局 自転車対策課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（契約変更）（９月分）
1,112,400

建設局 工務課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 西部方面管内道路照明灯更新等工事の工事前払金の支出について
20,320,000

建設局 工務課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
41,932

建設局 工務課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
5,202

建設局 工務課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 直営作業用　街渠桝蓋（道路）（その２）買入経費の支出について
972,000

建設局 工務課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）買入経費の支出について
1,602,720
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建設局 工務課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 設計参考用　平成２８年災害査定設計標準歩掛表買入にかかる経費の支出について
1,275

建設局 工務課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 設計参考用　平成２８年災害査定設計標準歩掛表買入にかかる経費の支出について
1,275

建設局 工務課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 設計参考用　平成２８年災害査定設計標準歩掛表買入にかかる経費の支出について
1,275

建設局 工務課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平野工営所管内産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）の委託精算金の支出について
1,794,960

建設局 工務課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 北部方面管内道路照明灯更新等工事の工事前払金の支出について
15,250,000

建設局 工務課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 平成28年度土木電算連絡協議会第48回全国会議にかかる管外出張旅費の支出について
134,920

建設局 工務課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 共同溝ガス検知設備修繕（緊急）の修繕清算金の支出について
564,840

建設局 工務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第３回中間金の支出について
909,360

建設局 工務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度住之江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第３回中間金の支出について
219,240

建設局 工務課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 備品購入費　機械器具費 大阪市駐車場共通プリペイドカードリーダ買入にかかる経費の支出について
6,467,040

建設局 工務課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 東部方面管内道路照明灯更新等工事の工事前払金の支出について
16,010,000

建設局 工務課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成28年9月分）
109,593

建設局 工務課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成28年9月分）
109,593

建設局 工務課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成28年9月分）
36,531

建設局 工務課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成28年9月分）
36,531

建設局 工務課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成28年9月分）
36,531

建設局 工務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２８年度９月分）
234,106

建設局 工務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２８年度９月分）
116,316

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
25,930

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
582,582

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 水防組合費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度淀川左岸、淀川右岸、大和川右岸水防事務組合大阪市負担金（第3回）の支出について
65,882,000

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（８月分）の支出について
940

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
11,901

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（9月分）
66,273

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料（9月分）の支出について
79,515

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２８年１０月分）の支出について
6,706

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（９月期）
86,233

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
58,003

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
1,602,485

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（９月分）
102,498

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成28年9月分）
426,384

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度 庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式 長期借入（再リース）の支出について（９月分）
550,939

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
1,620

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度　都道府県技術管理等主管課長会議の会議費の支出について
2,000

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
4,988

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２８年１０月分）の支出について
1,340

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成28年9月分）
106,596

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
1,620

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
4,988

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２８年１０月分）の支出について
2,681

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園ナイター設備遠方監視制御装置点検保守業務委託の委託精算金の支出について
2,774,520

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成28年9月分）
71,064

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　図書購入費 事務参考用　平成２８年災害手帳ほか４点買入経費の支出について
1,620

建設局 工務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成28年9月分）
62,189

建設局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用受話器用カールコード買入にかかる経費の支出について
15,023

建設局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（８月分）の支出について
360

建設局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第３回中間）
13,014
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建設局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第５回中間）
32,425

建設局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか１５点　概算買入経費の支出について（第５回中間）
211,032

建設局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第３回中間）
6,458

建設局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の経費の支出について（８月分）
106,200

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成28年9月分(10月請求))
6,898

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成28年9月分(10月請求))
2,882,073

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について（平成28年11月分(10月請求))
73,545

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成28年11月分(10月請求))
27,785

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ月極駐車場使用料の支出について（平成28年11月分(10月請求))
129,600

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(平成28年11月分(10月請求))
32,770,004

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について（平成28年10月分(10月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ庁舎自家発電設備等賃料の支出について（平成28年11月分(10月請求))
31,621

建設局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度支出分）(平成28年度9月分（10月請求）)
103,835

建設局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成28年9月分(10月請求))
67,199

建設局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて(9月分)
231,435

建設局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室用等電話回線使用料の支出について(平成28年9月分(10月請求))
306,687

建設局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成28年9月分10月請求))
75,928

建設局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(平成28年10月分(10月請求))
6,000

建設局 職員課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費平成28年7月分及び8月分の支出について
8,974

建設局 職員課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 日雇い労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成28年8月・9月分）
132,250

建設局 職員課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）従事者特別教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成28年11月15日、16日実施分）
2,571

建設局 職員課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）従事者特別教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成28年11月15日、16日実施分）
432

建設局 職員課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 伐木等（チェーンソー）従事者特別教育の受講ならびに所要経費の支出について（平成28年11月15日、16日実施分）
12,343

建設局 職員課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
432

建設局 職員課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 危険物取扱者試験の受験にかかる所要経費の支出について
13,680

建設局 職員課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 危険物取扱者養成講習の受講にかかる所要経費の支出について
24,400

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
275,473

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
234,632

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
127,967

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
33,280

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
121,658

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
2,007,563

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
9,640

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
29,622

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
183,562

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
13,514

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　８月分　単価契約）
1,179,464

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　８月分　単価契約）
238,616

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（８月分）
19,104

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）８月分
19,066

建設局 経理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（８月分）
45,161

建設局 経理課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 書類作成用等　平成28年度ゴム印等単価契約（８月分）にかかる買入経費の支出について
13,116

建設局 経理課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（８月分）
7,052

建設局 経理課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（１０月分）
10,010

建設局 経理課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（１０月分）
27,270

建設局 経理課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 付箋紙ほか４９点 買入経費の支出について
192,805

建設局 経理課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 一般事務用 付箋紙ほか４９点 買入経費の支出について
388,538
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建設局 経理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
2,330

建設局 経理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
1,000

建設局 経理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
5,416

建設局 経理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
720

建設局 経理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
120

建設局 経理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
63,750

建設局 経理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１０月分)
117,000

建設局 経理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（１０月分)
18,000

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（９月分）
232,014

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
78,192

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
26,367

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２８年度　地方債の手引」ほか１点の買入にかかる経費の支出について
12,447

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）９月分
234,287

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
139,299

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)９月分
15,032

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
3,132

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　９月分　単価契約）
376,747

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２８年度　地方債の手引」ほか１点の買入にかかる経費の支出について
3,159

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
3,132

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
6,752

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（９月分）
8,170

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
149,232

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
18,522

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（９月分）
25,836

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２４年度単価契約）９月分
26,305

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（９月分）
34,778

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 事務参考用図書「平成２８年度　地方債の手引」ほか１点の買入にかかる経費の支出について
3,159

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
9,499

建設局 経理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（９月分）
16,205

建設局 企画課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地含む）９月分の支出について
5,417

建設局 企画課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地含む）９月分の支出について
1,476

建設局 道路部調整課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成28年　８月分）
1,040,190

建設局 道路部調整課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年８月分・調整課）
6,872

建設局 道路部調整課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成28年９月分）
2,360,841

建設局 道路部調整課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年８月分・調整課）
1,189

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか９点　買入経費の支出について
32,049

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用・道路・橋梁・街路事業用　外付けハードディスクドライブほか２点　買入経費の支出について
47,595

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 一般事務用・道路・橋梁・街路事業用　外付けハードディスクドライブほか２点　買入経費の支出について
1,215

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか９点　買入経費の支出について
15,660

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 備品購入費　図書購入費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか９点　買入経費の支出について
12,096

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 一般事務用・道路・橋梁・街路事業用　外付けハードディスクドライブほか２点　買入経費の支出について
27,508

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか９点　買入経費の支出について
16,983

建設局 道路部調整課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 備品購入費　図書購入費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか９点　買入経費の支出について
15,228

建設局 道路部調整課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成28年　９月分）
46,729

建設局 道路部調整課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 第18回（平成28年度）政令指定都市街路事業担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について（道路部調整課）
20,300

建設局 道路部調整課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 平成28年度道路高架下駐車場管理運営事業予定者選定会議にかかる委員報償金の支出について（平成28年10月６日開催分）
32,986

建設局 道路部調整課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成28年　９月分）
1,014,017
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建設局 道路部調整課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成28年10月分）
677,721

建設局 道路部調整課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,970

建設局 道路部調整課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成28年　９月分）
49,979

建設局 道路部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）の支出について（平成28年９月分）
6,339

建設局 道路部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成28年９月分）
83,587,986

建設局 道路部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成28年　９月分）
1,251,744

建設局 道路部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成28年９月分）
216,202

建設局 道路部調整課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成28年９月分）
7,054

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
43,350

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成28年　９月分）
54,309

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
28,317

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成28年９月分　道路管理費）
175,432

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（平成28年９月分）
25,704

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
45,726

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
7,776

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成28年　９月分）
391,382

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成28年９月分　橋梁管理費）
51,384

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成28年　９月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成28年　９月分）
21,728

建設局 道路課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
1,650,000

建設局 道路課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
13,950,000

建設局 道路課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,180,000

建設局 道路課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年８月分・道路維持）
9,158

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　特別旅費 平成28年度　専門課程　道路環境【環境対策・道路空間利用等】研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
38,560

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
300,000

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 天王寺方面東西３３号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
34,300,000

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
19,870,000

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 西淡路南方アンダーパス補修工事の工事費精算金の支出について
55,475,480

建設局 道路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,650,000

建設局 道路課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,700,000

建設局 道路課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
31,630,000

建設局 道路課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
8,010,000

建設局 道路課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　特別旅費 平成28年度　専門課程　道路交通安全〔事故対策コース〕〔歩行者・自転車コース〕研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
47,365

建設局 道路課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　特別旅費 平成28年度　専門課程　道路計画〔分析・評価〕研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
40,970

建設局 道路課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定（平成28年度）に伴う概算払いの支出について（平成２８年度第３四半期分）
28,806,250

建設局 道路課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 都市計画道路長堀東西線（クリスタ長堀公共地下歩道）外２の維持管理に関する協定（平成28年度）に伴う概算払いの支出について（平成２８年度第３四半期分）
23,358,000

建設局 道路課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
820,000

建設局 道路課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
18,540,000

建設局 道路課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,070,000

建設局 道路課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度　市内一円道路整備に伴う設計業務委託の委託料前払金の支出について
1,980,000

建設局 道路課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
50,000

建設局 道路課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
46,630,000

建設局 道路課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 西中島１丁目３（北中跨線人道橋）跨線橋耐震対策工事に関する第3回変更協定書にかかる精算金の支出について
21,780,360

建設局 道路課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費前払金の支出について
7,640,000

建設局 道路課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 平野守口線舗装補修工事‐2の工事費精算金の支出について
13,158,360
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建設局 道路課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 赤川天王寺線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
19,990,000

建設局 道路課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 扇町公園南通線（扇町通）舗装補修工事の工事費前払金の支出について
28,390,000

建設局 街路課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 淀川南岸線外１道路設計及び交差点設計業務委託の委託料前払金の支出について
5,620,000

建設局 街路課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　特別旅費 平成28年度　専門課程　街路・都市交通施設研修の受講にかかる管外出張旅費の支出について
47,650

建設局 街路課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年８月分・特定街路）
16,160

建設局 街路課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費
淀川左岸線(2期）事業に関する技術検討委員会の委員に対する技術的指導および、大臣特認申請に係る資料作成方針に関する指導の拝受にかかる管外出張旅費の支出に
ついて 70,920

建設局 街路課 平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 西三国木川線舗装新設その他工事－３の工事費前払金の支出について
29,260,000

建設局 街路課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業に伴う配電設備の移転工事に関する平成２８年度補償契約の締結に伴う概算金の支出について
3,435,000

建設局 街路課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 第18回（平成28年度）政令指定都市街路事業担当者会議の出席にかかる管外出張旅費の支出について（街路課）
20,300

建設局 街路課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年９月分・鉄道交差）
10,070

建設局 街路課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 正蓮寺川利水工業用水導水施設のうち占用施設（堤防下部及び沈砂池排砂室を除く）の撤去工事等に関する平成２８年度協定書に伴う第１回概算金の支出について
31,061,880

建設局 街路課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第35回　特定都市交通施設整備研究発表会の出席にかかる参加費の支出について
2,000

建設局 街路課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区４号線舗装新設工事の工事費前払金の支出について
14,030,000

建設局 街路課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成２８年度上半期分）（供託分）
82,590

建設局 街路課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 疎開跡地（道路）賃借料の支出について（平成２８年度上半期分）
13,993,155

建設局 街路課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年９月分・特定街路）
7,780

建設局 下水道河川部調整課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,212

建設局 河川課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 平成28年度　第1回　全国都道府県・政令指定都市　河川担当課長会議に係る出張について
28,840

建設局 河川課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 道頓堀川堤防耐震対策工事の工事費前払金の支出について
52,440,000

建設局 河川課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－６の工事費前払金の支出について
205,430,000

建設局 河川課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 河川防災用　液晶テレビほか３点の買入経費の支出について
37,087

建設局 河川課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 河川防災用　液晶テレビほか３点の買入経費の支出について
2,916

建設局 河川課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 備品購入費　庁用器具費 河川防災用　液晶テレビほか３点の買入経費の支出について
163,620

建設局 河川課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進実行委員会分担金の支出について
20,000

建設局 河川課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（９月分）
16,356

建設局 河川課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 ポンプ施設遠方監視用　２３００遠隔計測監視システム　制御信号出力用モジュール買入に伴う経費の支出について
63,936

建設局 河川課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（９月分）
2,703

建設局 河川課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（９月分）
5,148

建設局 河川課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９か所）概算買入に伴う経費の支出について（９月分）
9,676

建設局 河川課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 河川事業用｢とんぼりリバーウォーク｣商標登録更新に伴う経費の支出について
2,030

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（９月分）
26,784

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 東横堀川１～９号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（９月分）
64,550

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（９月分）
793,800

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（９月分）
24,192

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（９月分）
48,802

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（９月分）
1,706

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（９月分）
149,798

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（９月分）
73,110

建設局 河川課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 負担金、補助及交付金　分担金 大和川水環境協議会にかかる平成２８年度分担金の支出について
45,500

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その２）にかかる経費の支出について
44,658

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽四ダンプ（なにわ８８０あ５９２）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
48,276

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
6,710

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
13,540

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2016年9月分）
37,198

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成28年9月分）
205,867

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成28年9月分）
100,137

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成28年9月分）
8,340



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
26,908

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所　平成２８年９月分電気料金の支出について
338,949

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
45,792

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
21,438

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,400

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 田島工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
165,272

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 クレーン性能検査の実施並びに同経費の支出について
21,800

建設局 田島工営所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年８月分）
47,751

建設局 田島工営所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年８月分）
17,280

建設局 田島工営所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年８月分）
200

建設局 田島工営所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成28年9月分）
1,460

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（８月分）の支出について
17,577

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料　８月分（菖蒲園開催期間用）
2,160

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（９月分）
920,959

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（１０月分）
105,570

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（９月分）災害時専用用
2,703

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
45,511

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
24,640

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（９月分）事務所用
46,509

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（平成28年8月分）
65,021

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園管内　巽公園新設部　電気使用料（平成28年9月分）
2,373

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成28年9月）の支出について
29,162

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成28年9月）の支出について
17,746

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
16,854

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（9月分）
2,160

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（平成28年9月分）
70,611

建設局 真田山公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成28年9月分）の支出について
40,161

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けんほか1点買入にかかる経費の支出について
71,539

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けんほか1点買入にかかる経費の支出について
33,177

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 衛生管理用　洗濯用粉石けんほか1点買入にかかる経費の支出について
10,368

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（西部その２）にかかる経費の支出について
84,726

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 市岡工営所庁舎清掃業務委託　長期継続委託料の支出について（第4回中間払）
487,035

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
2,970

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
2,860

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 渡船場電話料金（10月請求分）の支出について
5,999

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,980

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 上之宮出張所庁舎清掃業務委託　長期継続委託料の支出について（第4回中間払）
318,263

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,054

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,160

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

建設局 市岡工営所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報による緊急動員に係るタクシー料金の支出について
3,320

建設局 市岡工営所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,427

建設局 市岡工営所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

建設局 市岡工営所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（９月分）
2,368

建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（９月分）
5,808

建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（９月分）にかかる支出について
840

建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,706
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建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 委託料　委託料 落合上渡船場の渡船運航業務委託（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成28年度　第2四半期）
12,895,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（９月分）にかかる支出について
17,670

建設局 河川・渡船管理事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
34,932

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）／大阪城公園事務所
10,660

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について(平成28年9月分）
151,182

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
26,265

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(靭公園【西園】　平成28年9月分)
138,578

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,720

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（平成２８年９月分）の支出について
45,917

建設局 大阪城公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所[旧西部方面公園事務所]電話料金（平成２８年９月分）の支出について
7,023

建設局 八幡屋公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（９月分）
14,310

建設局 八幡屋公園事務所 平成28年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
14,771

建設局 八幡屋公園事務所 平成28年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
3,000

建設局 八幡屋公園事務所 平成28年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)八幡屋公園事務所
4,000

建設局 八幡屋公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(平成２８年９月)八幡屋公園事務所
32,143

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２８年７月分）の支出について
9,665

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所消防設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
75,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 道路作業車（なにわ８００さ６１５８）外３点定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
64,800

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　長居公園事務所内詰所空調修繕にかかる経費の支出について
864,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 自動車（なにわ８００さ８７１９）外２点定期整備（中間点検）にかかる経費
43,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 ＡＢＣ粉末消火器ほか３点買入にかかる経費の支出について
129,697

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 電動ハンマー修繕（緊急）にかかる経費の支出について
29,484

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 ＡＢＣ粉末消火器ほか３点買入にかかる経費の支出について
35,340

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 自走式傾斜地草刈機ほか１点買入にかかる経費の支出について
4,860

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 備品購入費　機械器具費 自走式傾斜地草刈機ほか１点買入にかかる経費の支出について
149,688

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所泡消火ポンプ設備修繕（緊急）にかかる経費の支出について
243,432

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 軽自動車（なにわ８８０あ１７５４）修繕にかかる経費の支出について
36,007

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
9,700

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野工営所空調設備修繕にかかる経費の支出について
104,652

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 竹ほうきほか１点買入にかかる経費の支出について
11,880

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２８年８月分）の支出について
11,993

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか２点買入の経費にかかる支出について
140,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
43,334

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所光熱水費の支出について（平成２８年９月分電気料金）
76,887

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
19,926

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
56,401

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
11,804

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
2,700

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
3,900

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
2,200

建設局 平野工営所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入の支出について（８月分）
9,633

建設局 平野工営所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（平成２８年９月分）の支出について
1,200

建設局 長居公園事務所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
43,076

建設局 長居公園事務所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
12,960

建設局 長居公園事務所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（8月分）
3,484

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路維持管理用　デジタルカメラほか1点買入にかかる経費の支出について
24,678

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車点検整備（中間点検）（北部その１）にかかる経費の支出について
95,904



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 現場作業用　ポリタンクほか６点買入にかかる経費の支出について
86,184

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所身障者用トイレ便器修繕（緊急）にかかる経費の支出について
41,148

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
44,333

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 デジタルカメラほか1点（その２）買入にかかる経費の支出について
23,004

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,164

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 コンクリートブレーカー修繕その３（緊急）にかかる経費の支出について
49,906

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 庁舎管理用　野田出張所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施並びに経費の支出について（平成28年7月～9月分）
516,150

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（９月分）
7,660

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（８月分）
3,720

建設局 十三工営所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（８、９月分）
12,632

建設局 十三工営所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
60,814

建設局 十三工営所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

建設局 十三工営所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

建設局 扇町公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
44,187

建設局 扇町公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
36,352

建設局 扇町公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）
13,500

建設局 十三公園事務所 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（８月分）
13,827

建設局 十三公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(９月分)
9,034

建設局 十三公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について(９月分)
6,944

建設局 十三公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 「小口支払基金繰入金の支出について（９月分）」
29,440

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成28年度公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料およびリサイクル料金の支出について(軽四1BOX8台分)
217,920

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成28年度公園管理用車両継続検査にかかる自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480け7350号車ほか16台分の3案件分)
409,530

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成28年度公園管理用車両継続検査にかかる自賠責保険料および重量税印紙代の支出について(なにわ480け7350号車ほか16台分の3案件分)
294,900

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物公園事務所　会議室空調機修繕経費の支出について
628,560

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 平成28年度公園管理用車両更新にかかる自賠責保険料およびリサイクル料金の支出について(軽四1BOX8台分)
65,920

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　真田山公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
484,962

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　八幡屋公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,119,144

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　十三公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,169,100

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　大阪城公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
429,005

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　扇町公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,007,229

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　長居公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
1,429,712

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　中之島公園ほか23公園清掃除草作業業務委託料の支出について（第３四半期分）
18,832,125

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　鶴見緑地公園事務所管内一円公園便所清掃業務委託料の支出について（第３四半期分）
932,620

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１ほか２点　買入経費の支出について
378,626

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　調理場冷凍庫修繕（緊急）経費の支出について
442,686

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎空調制御器修繕（緊急）経費の支出について
518,400

建設局 公園管理課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　川砂－１ほか２点　買入経費の支出について
53,698

建設局 公園管理課 平成28年10月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　寺田町公園給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
108,000

建設局 公園管理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　作業用靴下　ほか２点　買入経費の支出について
292,935

建設局 公園管理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　散水車（なにわ８００さ６２２５）修繕（緊急）経費の支出について
82,425

建設局 公園管理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽バン（なにわ４１ち８９８６）修繕（緊急）経費の支出について
70,653

建設局 公園管理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　作業用靴下　ほか２点　買入経費の支出について
63,791

建設局 公園管理課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘルメット　ほか８点　買入経費の支出について
244,206

建設局 公園管理課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　デジタルカメラ（その３）　買入経費の支出について
138,812

建設局 公園管理課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘルメット　ほか８点　買入経費の支出について
43,830

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　自動車用タイヤ－１　ほか４点　買入経費の支出について
432,324

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 有料施設維持管理用　コートブラシ　ほか１点　買入経費の支出について
74,196
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建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バッテリー－１　ほか９点　買入経費の支出について
152,548

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フェンス用部品－１　ほか５点　買入経費の支出について
271,080

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　にがり　買入経費の支出について
14,850

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　沢ノ町公園ブランコ修繕経費の支出について
85,082

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　桃ヶ池公園ほか１公園スイング遊具修繕経費の支出について
483,408

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　レンガブロック－１　ほか２点　買入経費の支出について
102,060

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　サツマイモ苗－１　ほか１７点　買入経費の支出について
21,783

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バッテリー－１　ほか９点　買入経費の支出について
74,684

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　コアラ舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
214,920

建設局 公園管理課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎　雑排水装置修繕（緊急）経費の支出について
140,400

建設局 公園管理課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　負担金 公園猫適正管理推進サポ－タ－制度啓発事業にかかる区民まつり出展参加に伴う負担金の支出について
5,000

建設局 公園管理課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ベンチ－１　ほか１点　買入経費の支出について
1,944,000

建設局 公園管理課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　蚊取線香　ほか７点　買入経費の支出について
162,438

建設局 公園管理課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インクカートリッジ－１　ほか３点　買入経費の支出について
62,100

建設局 公園管理課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　蚊取線香　ほか７点　買入経費の支出について
60,555

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　さらえ　ほか１２点　買入経費の支出について
25,583

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 砂場の安全衛生対策用　砂場用抗菌剤　買入経費の支出について
1,596,672

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　夕凪公園男子トイレ給水管修繕経費の支出について
41,040

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き１９４５）修繕経費の支出について
106,920

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　清掃ダンプ（なにわ４８０か５３６０）修繕（緊急）経費の支出について
81,734

建設局 公園管理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　さらえ　ほか１２点　買入経費の支出について
101,569

建設局 公園管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その３）　買入経費の支出について
107,103

建設局 公園管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ケースファイル　買入経費の支出について
34,700

建設局 公園管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その３）　買入経費の支出について
227,880

建設局 公園管理課 平成28年10月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホ－ムレス対策用ユニットハウス－Ａほか５点借入（再リ－ス）にかかる経費の支出について（９月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　なにわ８００さ９００号車ほか１台・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
127,224

建設局 公園管理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園内放置自転車・自動二輪車違法駐車対策業務委託費の支出について（第3四半期分）
1,338,529

建設局 公園管理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 役務費　手数料 山王太子公園の地図訂正にかかる印鑑登録証明書発行手数料の支出について（その３）
300

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
158,490

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２７年度　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
19,440

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について（平成２８年９月分）
55,355

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　中加賀屋公園ほか１公園ブランコ修繕経費の支出について
122,040

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度浦江庭球場外8施設管理運営補助業務委託料の支出について（９月分）
367,830

建設局 公園管理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入の支出について（平成２８年９月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 公園用　平成28年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（９月分）
22,188,030

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園用　市内出張交通費の支出について（９月分）
83,278

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 花卉事業用　ベゴニア・センパーフローレンス－１　ほか７１点（扇町）買入経費の支出について
669,600

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フェンス－１　ほか４点　買入経費の支出について
138,240

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　福島公園ほか５公園　男子トイレ給水管ほか修繕経費の支出について
216,000

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（9月分・第6回中間）
1,503,832

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度鶴見緑地及び咲くやこの花館ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（７～９月分）
189,773,350

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（９月分）
37,336,141

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について（９月分）
41,076

建設局 公園管理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園・動物園維持管理用　洗濯槽クリーナー　ほか２点　買入経費の支出について
29,268

建設局 公園管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　クロルフェナピル水和剤　買入経費の支出について
24,624

建設局 公園管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　我孫子公園ほか１公園ブランコ修繕経費の支出について
97,200

建設局 公園管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ライトダンプ（なにわ８０あ２３４８）修繕（その３）経費の支出について
28,674
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建設局 公園管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　フォークリフト特定自主検査整備経費の支出について
224,640

建設局 公園管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　扇町公園事務所　フォークリフト修繕経費の支出について
232,459

建設局 公園管理課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
23,128

建設局 公園管理課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度靱公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（第2四半期・７・８・９月分）
4,604,232

建設局 公園管理課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ベンチ用座板－１　ほか２４点　買入経費の支出について
2,700,000

建設局 公園管理課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　夜行性動物舎空調機修繕（緊急）経費の支出について
212,760

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム（上半期分）概算買入経費の支出について
88,905

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　扇町公園地下駐車場通路タイル修繕経費の支出について
259,200

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４２２６）修繕（緊急）経費の支出について
99,252

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４５４６）修繕経費の支出について
60,000

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度真田山公園事務所管内一円公園清掃業務委託料の支出について（第２四半期分）
2,234,021

建設局 公園管理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天王寺動物園　ペンギン舎チラーユニット修繕（緊急）経費の支出について
71,280

建設局 公園管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用　後納郵便（９月分）の支出について
19,145

建設局 公園管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（９月分）
35,910

建設局 公園管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（８月分）の支出について
12,610

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　天王寺公園（河底池周辺）改修工事に伴う設計業務委託の委託費の支出について
1,271,160

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月03日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　中開公園新設工事に伴う設計業務委託の委託費の清算払いについて
961,600

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 公園事業用　第１回みどりのまちづくり審議会の開催及び経費の支出について
178,783

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 公園事業用　第１回みどりのまちづくり審議会の開催及び経費の支出について
8,070

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について(８月分）
59,380

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　今在家公園防球柵改修その他工事の工事費の前払いについて
7,070,000

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　長居公園事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託－２の委託費の支出について
8,391,600

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について(７月分）
1,240

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　大阪城公園事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託－２の委託費の支出について
2,781,000

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　平成２８年度第１回特別史跡大阪城跡石垣修復検討会議の報償金等の支出について
81,265

建設局 公園緑化部調整課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　費用弁償 公園事業用　平成２８年度第１回特別史跡大阪城跡石垣修復検討会議の報償金等の支出について
52,700

建設局 協働課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　八幡屋公園事務所管内街路樹維持工事の前払金の支出について
17,630,000

建設局 協働課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　八幡屋公園事務所管内街路樹維持工事の前払金の支出について
1,820,000

建設局 協働課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（睦）
38,000

建設局 協働課 平成28年10月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 阿倍野区児童遊園整備費補助金の支出について（共立）
75,000

建設局 協働課 平成28年10月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（８月分）
32,368

建設局 協働課 平成28年10月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　扇町公園事務所管内公園樹維持工事の前払金の支出について
14,830,000

建設局 協働課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度 第37回都市緑化のための土壌・農薬・病害虫対策研修会への参加及び同経費の支出について
22,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　公益社団法人日本動物園水族館協会　平成２８年度近畿ブロック事務主任者会議出席にかかる会費の支出について
5,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
529,987

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　扇風機 買入にかかる経費の支出について
38,880

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）イワナ概算２０匹ほか５点購入（上半期）経費の支出について（８月分）
32,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（８月分）
4,698,581

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
18,360

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
12,636

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月06日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その１）／天王寺動物公園事務所
31,464

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費の支出について（８月分）／天王寺動物公園事務所
27,284

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ベンチ座板 買入にかかる経費の支出について
918,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成28年度天王寺動物園内臨床検査業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
415,908

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 天王寺動物園・公園等管理用　南京錠　買入にかかる経費の支出について
44,712

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　チューリップ球根-１ほか１０点 買入にかかる経費の支出について
150,120

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ベンジャミンほか20点 買入にかかる経費の支出について
90,720
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月19日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 天王寺動物公園事務所作業用長靴　買入にかかる経費の支出について
83,496

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
69,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
6,840

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　手数料 動物管理用　麻薬取扱者（管理者・施用者・研究者）免許の申請（更新）及び診断書申請の支出について
51,100

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）／天王寺動物公園事務所
22,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺公園美装化用　プラ擬木板柵土留めほか１点 買入にかかる経費の支出について
1,273,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園公園管理用　ガーベラほか１０３点買入にかかる経費の支出について
2,592,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
27,540

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
2,473

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
23,868

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　レントゲン装置（再リース）にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
5,076

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
63,072

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　血液分析装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
4,687

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 平成２８年度天王寺動物公園事務所広報物企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（第３回中間払い）
284,241

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 平成２８年度天王寺動物公園事務所広報物企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（第３回中間払い）
144,070

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報償費　報償金 天王寺動物園経営形態検討懇談会の開催に伴う委員報酬の支出について（第２回）
123,508

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報償費　報償金 天王寺動物園経営形態検討懇談会の開催に伴う委員報酬の支出について（第１回）
94,688

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ概算８４０Ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
381,996

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）小赤金魚概算１０００匹購入（上半期）経費の支出について（９月分）
21,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ概算３４０Ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
126,418

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　被服費 天王寺動物公園事務所ユニフォーム　買入にかかる経費の支出について
844,970

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費の支出について（９月分）／天王寺動物公園事務所
24,626

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
1,166,948

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
534,150

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分その１）／天王寺動物公園事務所
20,325

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分その１）／天王寺動物公園事務所
16,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）活マウス概算１００匹ほか１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
85,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴ概算３９６０Ｋｇほか１１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
480,650

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分その１）／天王寺動物公園事務所
3,171

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）イワナ概算２０匹ほか５点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
32,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ概算２０７００Ｋｇ購入（上半期）経費の支出について（９月分）
668,250

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草概算１３３５０Ｋｇほか２点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
1,445,175

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉概算８１８０Ｋｇほか１点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
250,588

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバー概算７３０Ｋｇほか６点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
922,106

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜概算６５００Ｋｇほか１４点購入（上半期）経費の支出について（９月分）
1,158,873

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）Ｌ型発酵乳酸カルシウム概算１４缶購入（上半期）経費の支出について（９月分）
252,504

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分その１）／天王寺動物公園事務所
8,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　ひかり電話使用料（平成２８年９月分）の支出について
42,883

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２８年９月分）の支出について
5,130

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
3,615,473

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について
2,568,238

建設局 天王寺動物公園事務所 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（１０月分その１）／天王寺動物公園事務所
9,823

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,010

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
5,543

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
18,481

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,500
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建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 ９月２０日の大雨・洪水警報発令（台風１６号関連）に伴う動員参集用交通費の支出について
2,040

港湾局 管財課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 管財‐６０　管財課訴訟事務用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
16,400

港湾局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（平成28年度8月分）にかかる経費の支出について
7,886

港湾局 管財課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用　管財‐65　預金照会にかかる郵便料及び手数料の支出について
170

港湾局 管財課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　手数料 訴訟事務用　管財‐65　預金照会にかかる郵便料及び手数料の支出について
84

港湾局 管財課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地建物売却用　管財-52　意見照会にかかる経費の支出について
86,400

港湾局 管財課 平成28年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　手数料 訴訟事務用　管財‐66　預金照会にかかる手数料の支出について
32

港湾局 管財課 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 管財用　第2原図複写等（上半期）請負（単価契約）　（8月分）
518

港湾局 管財課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用　管財‐67　預金照会にかかる郵便料及び手数料の支出について
310

港湾局 管財課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　手数料 訴訟事務用　管財‐69　預金照会にかかる手数料の支出について
540

港湾局 管財課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　手数料 訴訟事務用　管財‐67　預金照会にかかる郵便料及び手数料の支出について
32

港湾局 管財課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 土地売却用　管財-53　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について
636,120

港湾局 管財課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金にかかる経費の支出について（９月分）（管財－７２）
594

港湾局 管財課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金にかかる経費の支出について（９月分）（管財－７２）
961

港湾局 管財課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金にかかる経費の支出について（９月分）（管財－７０）
11,311

港湾局 管財課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 財産活用事務用　平成２８年度請第１３１２号業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その２)にかかる経費の支出について　(9月分　第6回)
21,168

港湾局 管財課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（定常業務）長期借入にかかる経費の支出について平成28年7～9月分（第２回）
162,810

港湾局 管財課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（定常業務）長期借入にかかる経費の支出について平成28年7～9月分（第２回）
90,720

港湾局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（9月分）（管財‐11）
42,706

港湾局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（変位調査）長期借入にかかる経費の支出について（7月～9月分）
103,680

港湾局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（変位調査）長期借入にかかる経費の支出について（7月～9月分）
100,440

港湾局 開発調整課 平成28年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（７月分）の支出について
200

港湾局 開発調整課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（８月分）の支出について
330

港湾局 開発調整課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（８月分）の支出について
880

港湾局 開発調整課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（８月分）の支出について
160

港湾局 開発調整課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費（８月分）の支出について
330

港湾局 開発調整課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内・近接地出張交通費（4～6月分）の支出について
6,320

港湾局 開発調整課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入及び同経費の支出について（７月～９月分）
6,055

港湾局 開発調整課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　特別旅費 臨海部開発用　台湾への海外出張にかかる旅費の支出について（パスポート新規発行手数料）
5,500

港湾局 計画課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ作成処理業務委託　長期継続に係る経費（９月分）の支出について
583,200

港湾局 計画課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾調査データ出力システム用機器借入（再リース）使用料（９月分）の支出について
5,143

港湾局 計画課 平成28年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　分担金 計画担当業務用　南海トラフ地震等に対する緊急防災対策促進実行委員会にかかる分担金の支出について（11月分）
20,000

港湾局 計画課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 旅費　普通旅費 計画課業務用　第103回国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会出席にかかる出張命令及び同経費の支出について(10/27　静岡県静岡市)
11,340

港湾局 計画課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　会費 計画課業務用　第103回国際戦略・拠点港湾管理者統計調査協議会にかかる会議運営費の支出について
2,000

港湾局 計画課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成28年度（H28.7月～H28.9月分）産経新聞購入経費の支出について
6,056

港湾局 計画課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成28年度（H28.7月～H28.9月分）毎日新聞購入経費の支出について
6,056

港湾局 計画課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成28年度（H28.7月～H28.9月分）読売新聞購入経費の支出について
6,056

港湾局 計画課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　平成28年度（H28.7月～H28.9月分）朝日新聞ほか1点購入経費の支出について
12,819

港湾局 振興課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成28年9月請求分　第3突堤トイレ）
980

港湾局 振興課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 役務費　手数料 クルーズ客船の誘致・受入業務用　２０１６クルーズポートセミナー参加にかかる経費の支出について（資金前渡）（平成28年10月12日～13日）
432

港湾局 振興課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 負担金、補助及交付金　会費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　２０１６クルーズポートセミナー参加にかかる経費の支出について（資金前渡）（平成28年10月12日～13日）
15,000

港湾局 振興課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「国際物流総合展」への出展に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－２７）
29,040

港湾局 振興課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「国際物流総合展」への出展に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－２９）
37,740

港湾局 振興課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「国際物流総合展」への出展に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－２８）
29,040

港湾局 振興課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「国際物流総合展」への出展に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－３０）
29,440

港湾局 振興課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 役務費　通信運搬費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　シンガポール出張にかかる現地交通費の支出について（平成28年8月30日～9月6日　振（海外）４）
5,333

港湾局 振興課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　印刷製本費 平成28年度　第２原画図複写等（上半期）請負（単価契約）に係る経費の支出について（平成28年８月分）
1,436
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港湾局 振興課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 委託料　委託料 港まつり用　平成28年度大阪湾クルーズ貸切船運航等業務委託の支出について
1,600,000

港湾局 振興課 平成28年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 ポートセールス用　船社・港運事業者等に対する大阪港利用促進活動に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－３１）
14,910

港湾局 振興課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成28年10月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
7,439

港湾局 振興課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　特別旅費 貨物集貨策用　アメリカ合衆国での海外出張費の支出について（平成28年8月28日～9月4日　振（海外）４）
403,296

港湾局 振興課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾労働者施設管理用　平成28年度港湾労働者休憩所指定管理業務代行料の支出について（第3四半期分）
266,500

港湾局 振興課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 クルーズ客船誘致受入業務用　客船誘致活動及び「ロイヤルカリビアン受入港協議会」第４回会合への出席に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－３２）
59,160

港湾局 振興課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　特別旅費 貨物集貨策用及びクルーズ客船の誘致・受入業務用　アメリカ合衆国及びシンガポールでの海外出張旅費の支出について（平成28年8月30日～9月6日　振（海外）４）
214,931

港湾局 振興課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　特別旅費 貨物集貨策用及びクルーズ客船の誘致・受入業務用　アメリカ合衆国及びシンガポールでの海外出張旅費の支出について（平成28年8月30日～9月6日　振（海外）４）
210,190

港湾局 振興課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（平成28年9月請求分　港湾労働者用トイレ5か所分）
11,961

港湾局 振興課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成28年10月請求分　大正第1突堤トイレ）
980

港湾局 工務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 工務課業務用　回数カード（地下鉄）買入にかかる経費の支出について
15,000

港湾局 工務課 平成28年10月04日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 北港処分地管理運営用　北港処分地南地区水質監視小屋等電気使用料金（８月分）の支出について
491

港湾局 工務課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 平成28年度　設計積算用　国土交通省土木工事積算基準ほか5点買入にかかる経費の支出について
105,300

港湾局 工務課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 平成28年度　設計積算用　設計業務等標準積算基準書・同参考資料買入にかかる経費の支出について
10,152

港湾局 工務課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成28年8月分)の支出について
363,690

港湾局 工務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第3715号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入（再リース）9月分の経費の支出について
114,264

港湾局 保全監理課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 26-5603号大正区鶴町1丁目(E-13)堤防工事に伴うタイロッド工場検査に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
5,960

港湾局 保全監理課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理課（設計）用　市内出張旅費の支出について（９月分）
1,219

港湾局 保全監理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 建築業務委託用天保山船客上屋前通路屋根設置工事設計業務委託に係る経費の支出について
1,566,000

港湾局 保全監理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）の前払金の支出について
27,520,000

港湾局 保全監理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）の前払金の支出について
110,000

港湾局 保全監理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）の前払金の支出について
1,650,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　インクカートリッジの買入（道路管理システム用）にかかる経費の支出について
25,704

港湾局 施設管理課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事施工用　天然ガスの買入にかかる経費の支出について（平成28年8月）
2,207

港湾局 施設管理課 平成28年10月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成28年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（10月分）の支出について トンネル維持管理用
400,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第2電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成28年8月分）
526,971

港湾局 施設管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（９月分）の支出について
5,132

港湾局 施設管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（９月分）の支出について
714,842

港湾局 施設管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（９月分）
40,132

港湾局 施設管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成28年9月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
903,580

港湾局 施設管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成28年9月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
831,145

港湾局 施設管理課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（９月分）の支出について
644,394

港湾局 施設管理課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
700,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
130,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（８月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
3,550,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　丸形ショベルほか２０点買入にかかる経費の支出について
199,260

港湾局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　作業用手袋ほか6点買入にかかる経費の支出について
136,274

港湾局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 臨港緑地維持管理用　平成28年度　中央突堤臨港緑地駐車場機器保守点検業務委託の支出について（第１四半期分）
129,600

港湾局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　安全ヘルメットほか８点の買入にかかる経費の支出について
29,246

港湾局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直９０１－２　目地用シリコーンほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
322,920

港湾局 施設管理課 平成28年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（平成２８年度９月分）
84,525

港湾局 施設管理課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６３３２号　平成28年度野鳥園臨港緑地展望塔機械警備業務委託にかかる経費の支出について（７月から９月分）
32,400

港湾局 施設管理課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３０１号　平成２８年度職員輸送車借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
33,156

港湾局 施設管理課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度港湾局所管緑地発生産業廃棄物処理業務委託経費の支出について【臨港緑地維持管理用】
4,386,960

港湾局 施設管理課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２８年度（９月分）第２突堤基地庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
353,948

港湾局 施設管理課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第9633号　道路管理システム用　パソコン等機器一式長期借入（再リース）の支出について（9月分）
3,834

港湾局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　カラーコーンほか５点買入にかかる経費の支出について
96,120
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港湾局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（９月分）の支出について
192,047

港湾局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 緑地維持管理用　軽特種自動車故障修繕（その２）にかかる経費の支出について
52,228

港湾局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 緑地維持管理用　平成28年度緑地管理事務所機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（7～9月分）
80,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６０５号　軽貨物自動車長期継続借入にかかる経費の支出について（9月分）道路維持管理用
76,542

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
1,062,143

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成28年9月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
2,268

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成28年9月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
791

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
5,045

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
250,744

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（９月分）の支出について
3,150

港湾局 施設管理課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
3,891

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　「小型移動式クレーン運転技能講習」受講にかかる経費の支出について
3,290

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　「技能講習　フォークリフト」受講にかかる経費の支出について
1,340

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について
3,700

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　「技能講習　高所作業車」受講にかかる経費の支出について
1,850

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営工事施工用　「小型移動式クレーン運転技能講習」受講にかかる経費の支出について
51,600

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営工事施工用　「技能講習　フォークリフト」受講にかかる経費の支出について
27,160

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営工事施工用　「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について
30,840

港湾局 施設管理課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 直営工事施工用　「技能講習　高所作業車」受講にかかる経費の支出について
30,150

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（平成28年9月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
6,420,232

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（９月分）の支出について
763,712

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9608号　平成28年度夢咲トンネル維持管理業務委託の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
52,582,500

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 緑地維持管理用　請６０５７号　平成28年度臨港緑地駐車場管理業務委託にかかる経費の支出について（平成28年７月～９月分）
915,591

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理運営業務にかかる経費の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
84,267,000

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４－１　養生用粘着テープほか４点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
64,800

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１　道路標識灯用乾電池ほか５点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
371,844

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０５－１　軟鋼用ガス溶接棒ほか８点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
79,596

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事施工用　天然ガスの買入にかかる経費の支出について（平成28年9月）
5,166

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋電気料金（平成28年9月請求分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
803,411

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成28年度 請第9608号　平成28年度夢咲トンネル維持管理業務委託の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
1,654,830

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 平成28年度　代行臨港道路（大阪港咲洲トンネル）管理運営業務にかかる経費の支出について（第３四半期）　トンネル維持管理用
502,470

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（車両関係）の実施にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
98,820

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（その２）（重機関係）の実施にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
97,200

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
458,514

港湾局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　再生クラッシャランほか５点の買入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
86,778

港湾局 施設管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の回線利用料（平成28年10月利用分）の支出について【臨港道路維持管理用】
84,709

港湾局 施設管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 コスモスクエア駅ほか売店等にかかる電気・水道設備使用料負担金（平成28年度上半期）の支出について【臨港道路維持管理用】
664,933

港湾局 施設管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（H28.9.1～H28.9.30）の支出について
5,367

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（平成２８年８月分）の支出について
105,837

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
24,786

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
39,658

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成28年8月分）の支出について　維－４
7,499

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成28年8月分）の支出について　維－５
346

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
9,914

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
9,914

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
39,658

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
163,588
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港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
14,871

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 直営業務用　エアインパクトレンチの修理にかかる経費の支出について
10,260

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（８月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（８月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
94,187

港湾局 海務課 平成28年10月04日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港内明示灯保守用　簡易標識（二）LED灯具の買入にかかる経費の支出について
154,440

港湾局 海務課 平成28年10月04日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営業務用　平成２８年度　海務担当（海上保全）０．１クラスバックホウおよび３ｔダンプ借入の経費の支出について
754,920

港湾局 海務課 平成28年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　パーミクロンガードＨほか９点買入にかかる経費の支出について
44,820

港湾局 海務課 平成28年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営業務用　パーミクロンガードＨほか９点買入にかかる経費の支出について
92,901

港湾局 海務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当一般業務用　平成28年度　海務課（海務）車両修繕にかかる経費の支出について
411,395

港湾局 海務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成28年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
1,706,400

港湾局 海務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年海務課（防災保安）切断砥石ほか２点の買入にかかる経費の支出について
35,467

港湾局 海務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　請1802号　平成28年度防災・施設担当（防災保安） 自動車法定点検整備業務委託にかかる経費の支出について（第3回中間払い）
93,456

港湾局 海務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請1800号　平成28年度第二突堤基地警備業務委託にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
536,739

港湾局 海務課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（8月23日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
57,564

港湾局 海務課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成28年8月分）の支出について
25,056

港湾局 海務課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ハンマドリル（ハツリ可能）ほか１４点買入にかかる経費の支出について
254,484

港湾局 海務課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　防水デジタルカメラ買入にかかる経費の支出について
14,850

港湾局 海務課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気料金（平成２８年９月分）の支出について
7,049

港湾局 海務課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成28年9月分）の支出について　維－１
22,490

港湾局 海務課 平成28年10月12日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　建物修繕料 海務担当一般業務用　天保山西岸壁船客待合所窓ガラス修繕にかかる経費の支出について
106,920

港湾局 海務課 平成28年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）非常信号灯ほか３点の買入にかかる経費の支出について
31,676

港湾局 海務課 平成28年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）クラフトテープほか８点の買入にかかる経費の支出について
28,188

港湾局 海務課 平成28年10月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成28年度海務課（防災保安）自動車追加修繕（その１１）にかかる経費の支出について
50,371

港湾局 海務課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設維持管理用　伐木等（チェーンソー）従事者特別教育の受講にかかる経費の支出について
2,571

港湾局 海務課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　備品修繕料 保安対策用　北港白津岸壁埠頭保安設備（フェンスセンサー）緊急修繕の経費の支出について
168,480

港湾局 海務課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　会費 施設維持管理用　伐木等（チェーンソー）従事者特別教育の受講にかかる経費の支出について
12,343

港湾局 海務課 平成28年10月19日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ワイヤーロープほか１点買入にかかる経費の支出について
35,100

港湾局 海務課 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２８年８月分）
33,912

港湾局 海務課 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）デジタルカメラほか２点買入にかかる経費の支出について
76,032

港湾局 海務課 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営業務用　ステンレス丸棒ほか１点買入にかかる経費の支出について
57,240

港湾局 海務課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２８年１０月分）
301,752

港湾局 海務課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 旅費　普通旅費 海務担当一般業務用　第５０回国際ＶＨＦ無線電話運営協議会出席のための出張旅費の支出について
30,460

港湾局 海務課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 負担金、補助及交付金　会費 海務担当一般業務用　第５０回国際ＶＨＦ無線電話運営協議会の会費の支出について
4,000

港湾局 海務課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その４）（９月分）の経費の支出について
4,320

港湾局 海務課 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード長期借入にかかる経費の支出について（９月分）（保安対策用）
34,022

港湾局 海務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）蚊取り線香ほか２点買入にかかる経費の支出について
27,259

港湾局 海務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成２８年度鶴町基地警備業務委託（９月分）にかかる経費の支出について
587,379

港湾局 海務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その４）の経費の支出について（平成28年9月分）
122,043

港湾局 海務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その４）の経費の支出について（平成28年9月分）
12,846

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用水道料金（平成２８年９月分）の支出について
37,815

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用水道料金（平成２８年９月分）の支出について
19,319

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（9月分）
1,932

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成28年9月分）の支出について　維－２
3,036

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（9月分）
895,506

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　工業用ガス（９月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
10,400

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　建設機械法定点検整備業務委託にかかる経費の支出について　第２四半期（7～9月分）
58,320

港湾局 海務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（９月分）の経費の支出について
23,652
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港湾局 海務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成２８年度大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
483,686

港湾局 海務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 使用料及賃借料　船車賃借料 渡船事業用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
22,464

港湾局 海務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　請1802号　平成28年度防災・施設担当（防災保安） 自動車法定点検整備業務委託にかかる経費の支出について（第4回中間払い）
43,490

港湾局 海務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 防災保安用　請1804号　防災・施設担当（防災保安）軽自動車長期借入にかかる経費の支出について（７～９月分）
122,472

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業、巡視業務用及び総務課施設管理用　電気使用料の支出について（9月分）
90,934

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成28年9月分）の支出について　維－３
10,313

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成28年9月分）
2,063,038

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成28年9月分）
3,173,904

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 使用料及賃借料　使用料 埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）（９月分）にかかる経費の支出について
590

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業、巡視業務用及び総務課施設管理用　電気使用料の支出について（9月分）
2,577

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
1,290

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成28年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（９月分）
16,626,168

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成28年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（９月分）
60,480

港湾局 海務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成28年9月分）
10,632,578

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２８年９月分）
14,320

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金（後納）の支出について（9月分）
561

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（9月分）
299

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成28年8月分）の支出について
23,253

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　専用回線使用料の支出について（平成28年9月分）
20,686

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）経費の支出について（平成28年11月分）
168,542

港湾局 海務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約経費の支出について（平成28年11月分）
184,248

港湾局 設備課 平成28年10月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　小型貨物自動車（400さ4627）の故障修繕にかかる経費の支出について
105,235

港湾局 設備課 平成28年10月04日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 設備課（電気）業務用　軽貨物自動車（41す6198）故障修繕にかかる経費の支出について
304,344

港湾局 設備課 平成28年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－８　機械担当業務用　シャープ芯ほか２２点買入にかかる経費の支出について
44,444

港湾局 設備課 平成28年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　縄梯子買入にかかる経費の支出について
116,100

港湾局 設備課 平成28年10月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営施工用　起重機借上にかかる経費の支出について　（１回目）
91,800

港湾局 設備課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸封装置水密シールセット（こすも用）ほか２点買入にかかる経費の支出について
105,948

港湾局 設備課 平成28年10月06日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸封装置水密シールセットほか５点買入にかかる経費の支出について
373,140

港湾局 設備課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸封装置水密シールセット（こすも用）ほか２点買入にかかる経費の支出について
82,512

港湾局 設備課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリー買入にかかる経費の支出について
172,800

港湾局 設備課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 詰所職員講習用　（会設電直－1）高所作業車運転技能講習受講に伴う出張交通費の支出について（平成28年9月分）
1,560

港湾局 設備課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリー買入にかかる経費の支出について
172,800

港湾局 設備課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　船車修繕料 直営施工用　燃料噴射ポンプ修繕（福崎丸用）にかかる経費の支出について
116,640

港湾局 設備課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　キャプスタン制御盤部品買入にかかる経費の支出について
561,600

港湾局 設備課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 港湾施設維持管理用　請3116号　鶴町機械事務所空気調和設備緊急工事にかかる経費の支出について（完成金）
772,200

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
10,871

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
10,871

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
11,015

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
11,015

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
25,430

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
48,062

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
187,976

港湾局 設備課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ステンレス鋼板ほか７３点買入にかかる経費の支出について
473,548

港湾局 設備課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　デリベリバルブほか９点買入にかかる経費の支出について
160,049

港湾局 設備課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　デリベリバルブほか９点買入にかかる経費の支出について
7,128

港湾局 設備課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　デリベリバルブほか９点買入にかかる経費の支出について
68,688

港湾局 設備課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事‐1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分　鶴町電気事務所管理用）
12,809
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港湾局 設備課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 設備課（電気）業務用　普通貨物自動車（11た1511)故障修繕にかかる経費の支出について
46,299

港湾局 設備課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 電事28-6号　水性蛍光ペン(赤)ほか17点買入にかかる経費の支出について　設備課(電気)業務用
16,923

港湾局 設備課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 部分払(第1回)庁舎管理用　請第３０００号　平成28年度鶴町基地内事務所清掃業務委託の経費の支出について(4月～9月分)
1,406,149

港湾局 設備課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　建物修繕料 港湾施設維持管理用　４７Ｅ－７　南港魚釣り園南側便所修繕にかかる経費の支出について
216,000

港湾局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成28年9月請求分 ２突事務所）庁舎維持管理用
180,909

港湾局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯買入にかかる経費の支出について
230,084

港湾局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業用　大阪湾諸港の港湾管理一元化に関する国土交通省港湾局出張旅費の支出について（９／１３　東京都千代田区）
14,420

港湾局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成28年9月請求分 鶴町事務所他3件分）庁舎維持管理用
284,250

港湾局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　特別旅費 国際交流用　海外出張に伴う旅費の支出について（ベトナム）
62,220

港湾局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 普及宣伝用　「平成28年度大阪港見学会にかかる貸切船舶のよう船（９月実施分）」にかかる経費の支出について
340,200

港湾局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 庁内情報用プリンタートナー買入（概算契約）にかかる経費の支出について
145,700

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　平成２８年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（平成28年11月分）
198,532

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　平成２８年度ＡＴＣ駐車場使用料の支出について（平成28年11月分）
239,671

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎維持管理用　平成２８年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（平成28年11月分）
16,015,791

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞の買入にかかる経費の支出について（平成28年７月～平成28年９月分 第2四半期分）
6,056

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　大阪日日新聞の買入にかかる経費の支出につい（平成28年7月～平成28年9月第2四半期分
3,075

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞の買入にかかる経費の支出について（平成28月7月～平成28年9月分第2四半期分）
6,056

港湾局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
21,276

港湾局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成27年度契約9月分）
14,796

港湾局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成27年度契約9月分）
973,512

港湾局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成24年度契約9月分）
53,141

港湾局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
20,466

港湾局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成２８年度　ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（庁舎維持管理用）（平成28年第2四半期分）
103,858

港湾局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　9月分　外郭団体監理業務用
950

港湾局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（平成28年9月請求分）庁舎維持管理用
57,468

港湾局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成28年9月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
10,990

港湾局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地及び市内出張旅費の支出について（平成28年9月分）
275

港湾局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞の買入にかかる経費の支出について（平成28年7月～平成28年9月 第2四半期分）
6,056

港湾局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成28年9月請求分）庁舎維持管理用
128,991

港湾局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用　平成28年度大阪港見学会しおり印刷にかかる経費の支出について（第１期分）
13,608

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成28年9月分）
22,481

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞ほか１点の買入にかかる経費の支出について（平成28年7月～9月 第2四半期分）
12,819

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用　国会便覧の買入にかかる経費の支出について
1,466

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（平成28年9月分 2突・鶴町事務所）庁舎維持管理用
680,123

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月利用分・鶴町電気事務所他）庁舎維持管理用
13,833

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月利用分・ＡＴＣ庁舎分）庁舎維持管理用
70,683

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月利用分・２突事務所ほか）庁舎維持管理用
81,594

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月利用分・ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
8,956

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月分・ＮＴＴドコモ）庁舎維持管理用
15,522

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成28年9月分・臨港方面事務所）庁舎維持管理用
12,141

港湾局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 港湾局庁舎消火器具点検業務委託（年２回分）にかかる経費の支出について（庁舎維持管理用）【平成28年9月分】
67,500

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,720

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,440

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,114

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,404

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,285
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港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,436

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,636

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,474

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,184

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,181

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,478

港湾局 経営監理課 平成28年10月18日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
70

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
70,593

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
139,308

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
7,417

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
35,492

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
27,260

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,618

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
445

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
30,575

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
22,412

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
2,549

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
16,573

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
9,456

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
1,622

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
155,018

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
20,907

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
16,396

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
91,011

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
72,169

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
1,159

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
10,915

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
4,912

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
3,476

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
47,117

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
20,942

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
20,859

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
11,825

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
7,532

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（８月分）の買入にかかる経費の支出について
10,469

港湾局 経営監理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（８月分）の買入にかかる経費の支出について
15,702

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
372,500

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
148,517

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,045

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,495

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,693,295

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
85,842

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
438,250

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
363,095

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,795

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
251,821

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
351,938



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
489,259

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
498,092

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,108

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
385,030

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
264,973

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
506,360

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
296,538

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
327,169

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
281,487

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
378,727

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
489,782

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
490,362

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
772,885

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
110,521

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,345

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
10,969

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
88,847

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
255,243

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,784,620

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
342,095

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
80,039

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
518,901

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
237,889

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
261,407

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
471,489

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
125,765

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
178,262

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
205,655

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
675,922

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,246

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
556,637

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
12,436

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
581,867

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
752,972

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
6,032,064

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,946

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
895

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
180,383

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
18,238

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
90,238

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
69,469

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
43,059
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会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
27,753

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
21,426

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
55,536

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
25,547

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
82,049

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
14,540

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
96,772

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
1,083,000

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
4,590

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
6,303,560

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
46,612

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
165,079

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,096

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
136,949

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
27,333

会計室 会計企画担当 平成28年10月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（8月分）の支出について
2,541,262

会計室 会計企画担当 平成28年10月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（9月分）の支出について
46,189

会計室 会計企画担当 平成28年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体　契約実務の要点　外２点の買入経費の支出について（会計事務用）
23,157

会計室 会計企画担当 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修理について
2,290

会計室 会計企画担当 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
2,768

会計室 会計企画担当 平成28年10月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（9月分）の支出について
41,528

会計室 会計企画担当 平成28年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成28年８月分）
1,040

会計室 会計企画担当 平成28年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,485

会計室 会計企画担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　9月分）
7,532

会計室 会計企画担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　9月分）
5,371

会計室 会計企画担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入れ経費の支出について（会計事務用　9月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の長期借入れ経費の支出について（会計事務用　9月分）
38,831

会計室 会計企画担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　９月分）
26,035

会計室 会計企画担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　９月分）
3,396

会計室 会計企画担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入契約の実施及び同経費の支出について（平成28年9月分）
2,698,423

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 産經新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
27,054

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 毎日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 読売新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
6,150

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 朝日新聞の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
12,111

会計室 会計企画担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治外２点の購読経費の支出について（会計室事務参考用　第２四半期分）
14,709

会計室 会計企画担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（平成28年9月分）
864

会計室 会計企画担当 平成28年10月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（9月分）の支出について
11,229

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
102,669

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,891

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,339,493

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
28,770

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
351,758

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
5,113



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
370,431

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
265,921

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
309,950

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
231,217

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
339,858

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
288,668

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
300,977

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,302

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
938,671

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
217,163

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
243,427

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
195,630

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
28,800

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
264,735

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
174,972

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
18,953

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,302

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
260,389

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,984

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
312,769

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,799,320

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
769,311

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
79,541

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
64,083

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
458,219

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
10,469,277

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,363,038

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,756,037

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
12,923

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,024

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
184,268

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
204,281

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
6,732

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
629,227

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
486,170

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
575,095

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
588,243

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
770,365

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
500,987

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
702,302

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,202,423

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,281,686

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
536,047
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会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
254,797

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,042,479

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,576

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,073

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
43,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
139,899

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
11,792

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,084,988

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
170,199

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
229,908

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
278,808

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
8,780

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
23,192

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,074

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
70,596

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,861

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
26,737

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
87,494

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,626,267

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,956,465

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,901,604

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
908,824

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
761,878

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,616,637

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,045,855

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,813,232

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
22,213,654

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
20,461

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,045

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
4,621

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,176

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,544

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
9,004,887

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
13,667

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
172,364

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
169,118

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,576

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
3,045

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,102,414

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
447,776
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会計室 会計企画担当 平成28年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（9月分）の支出について
7,358,026

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
15,336

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
12,471

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
357,497

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
348,267

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
221,758

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
483

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
972

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
614

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
416,106

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
262,511

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
364,640

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
214,072

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
255,470

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
227,621

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
411,436

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
389,874

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
11,055

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
93

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
762

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
230,910

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
238,702

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
254,540

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
247,597

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
265,018

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
225,033

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
422,598

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
26,697

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
138

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
210

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
15,598

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
2,252

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
74

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
23,952

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
20,140

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
9,932

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
112

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
236

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
140

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
14

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,902

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
103,806

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
34

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
1,596

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
356
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会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
260

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
710

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
10,803

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
9,311

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,381

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
200

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（9月分）の支出について
40,350

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
197

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
142

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
799

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
5,052

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,460

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,923

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
10,690

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
1,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
64

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
73

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（9月分）の支出について
56,396

会計室 会計企画担当 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成28年９月分）
8,488

会計室 会計企画担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 会計室事務用椅子（ローバック・肘なし）外２点の買入経費の支出について
384,264

会計室 会計企画担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 財務会計システム用開発・運用・保守業務委託経費の支出について（平成28年度上半期分）
51,113,592

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,422

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
45,106

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
2,721

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
181,590

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
22,140

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
5,387

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
216

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,825

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
158,767

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
15

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
7,915

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,666

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
9,384

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
5,778

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,601

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,635

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
56,250

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
892
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
695

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
55,309

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
32,233

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,093

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,485

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,143,642

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,042,457

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,343

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
9,997

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
633

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
414,259

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,666

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
2,640

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
5,136

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
3,459

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,042

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
405

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,759

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
14,902

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
7,159

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,613

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
82,045

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
60,402

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
67,481

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
19,152

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,556

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
4,702

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,711

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
12,614

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
315,672

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
914

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,488

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
7,085

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
11,720

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,360

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,122,047

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
407,487

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
538,535

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
277,888

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
328,323

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,883,287

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
272,346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,151,516

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,374
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,063,263

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
4,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,543

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
188,895

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,255,851

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
13,536

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
395,937

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,056,017

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
836,973

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,269,452

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
902

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,256

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,166

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,425,563

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,460,181

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,832,184

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
167,980

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
19,704

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,397,522

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
414,261

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
283,977

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
15,125

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
236,772

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
442,945

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
415,632

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,607

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
385,210

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
247,170

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,038

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,538

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,398

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
7,539

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
8,460

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
327,893

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
210,746

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
18,705

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,221

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
8,158

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,372

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
282,422

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
779

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
915

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
18,787

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
23,895
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
585

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,921

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
13,016

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
80,577

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
151,613

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
18,518

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
9,645

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
439

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,851

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
2,010

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,852

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
21,453

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
7,151

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
14,302

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,122

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
15,808

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
666

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,908

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
844

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
3,794

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
286,297

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
3,314

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
7,151

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
80,318

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
55,721

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,748

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,594

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
819

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
8,519

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
56,642

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,064

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,152

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
4,787

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
20,556

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
42,888

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
99,757

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
311,943

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,613

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
8,174

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
9,321

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
20,701

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
6,742

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
601,105

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,887,984

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
45,294

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
11,953

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
641

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
4,750

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
141,254

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
94,861

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
138,370

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
159

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
132,739

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
682

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
31,486

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,639

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
113,123

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,605

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
341,865

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,707

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,135

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
25,244

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,185

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,170

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,278

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
13,106

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
100,415

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
8,475

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,046

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
19,169

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
15,001

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
16,296

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,343

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
15,389

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
215,164

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,510,036

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
90,040

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
31,567

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
17,299

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
363,104

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,637,968

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
537,616
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
11,223,793

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
637,115

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
25,194

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
32,145

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
6,036

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,278

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
106,654

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
27,553

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
767

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
348,040

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
20,185

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
10,343

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
5,190

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,650

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
180,669

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
7,393

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
2,616

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,688

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
254,725

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
224,857

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,893,792

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
21,388

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
448,724

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
733,795

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
208,315

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
766,842

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
636,836

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
113,940

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
8,993

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
775,964

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
626,116

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
703,667

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,920

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,276,168

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
16,215

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
276

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
390,541

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
22,298

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
59,890

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
20,422

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
191,869

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,034,946

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
230,407

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
12,162



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
526,773

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,128

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
571,357

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
640,872

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,051,328

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
93,604

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,952

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,449

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
39,620

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
53

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,222

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
38,973

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,911

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
10,380

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
46

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,027

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
34,405

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
48,701

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,287

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
104

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
83

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
11,100

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,100

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
11,626

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
53,540

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,453

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
56,462

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
52,149

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
45

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,326

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,836

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
44,357

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
82,751



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
4,557

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
8,025

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
5,800,983

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
19,285

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,980,886

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,679

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,709

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
11,244

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,626

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
8,610

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,114

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
99,421

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,519

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,974

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
24,131

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
892

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
27,390

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
9,408

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
792,496

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
612,292

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
70,632

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
166,592

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
104,145

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
17,010

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
860,325

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
179,352

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
376,848

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
97,672

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
164,735

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
5,975

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,072

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
157,930

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
148,147

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
157,618

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,984

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,660

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
308,193

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
12,158

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
196,973

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,780

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,336,083

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,038

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,644,366

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
46,466
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
139,101

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
10,541

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,864,430

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,371,942

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,182,492

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,835,206

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
41,250

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,508,602

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
18,294

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
708,183

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
48,694

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,924,114

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
22,098

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
77,419

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
13,101

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
29,783

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,825,362

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
97,943

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
32,565

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
8,741

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
32,919

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
84,734

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
16,175

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
21,728

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
18,489

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
4,680

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
22,824

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
987,126

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,828,006

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
24,587

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
3,604

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,175

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,896

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,891

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,827

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
9,758

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
4,386

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
136,777

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
257,978

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,762

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
51,963

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
21,150

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
499,132

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
14,010
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
5,233

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
71,659

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,897

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,192

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
92,735

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,585

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
2,390

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,195

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
7,170

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
10,755

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
124,635

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（9月分）の支出について
17,220

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,373

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
4,026

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,038

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
126,482

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
22,822

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
6,750,638

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
11,090

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
3,189

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,206

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
909

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,529

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
18,260

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,805

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
10,122

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
18,133

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,999

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,797

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
5,709,541

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
23,485,098

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
569,862

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
174,797

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
1,501,330

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
52,101

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
8,952

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
892

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
74,563

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
176,367

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
17,172

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
4,818

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
10,618

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
13,424

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,965
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会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
26,046

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
2,256

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,826

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
1,219,139

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
140,462

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
2,595

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
6,387

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
80,121

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,262

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
10,613

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
7,316

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
3,907

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
346

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
14,896

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
1,038

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
4,635

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
178,976

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
5,984,478

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
1,735

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（9月分）の支出について
82,580

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
265,977

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
7,235

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
53,530

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（9月分）の支出について
910,688

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
26,637

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
24,965

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,094

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（9月分）の支出について
2,301,502

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（9月分）の支出について
112,490

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（9月分）の支出について
6,503

会計室 会計企画担当 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（9月分）の支出について
1,976

会計室 会計管理担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（９月分）
3,841,226

北区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
1,920,696

北区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
897,813

北区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
116,154

北区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（８月分）
37,335

北区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（楽器整備事業）の支出について
23,439,535

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度指定都市区長会議への出張に伴う旅費の支出について
64,380

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
1,779

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所保健福祉センター２階健康増進室ファンコイル修繕経費の支出について
73,440

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所エレベータ機械室排気ファン取替作業経費の支出について
356,400

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 会議室用プロジェクターほか１点購入経費の支出について
375,840

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
107

北区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（９月分）
34

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務改善・情報発信プロジェクト研修講師報償金の支出について（９月分）
67,620

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２８３６＞
9,759

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２９８５＞
2
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北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用段ボール箱購入経費の支出について
45,360

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２９８５＞
30

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２８３６＞
20,847

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成28年4月号～平成29年3月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成２８年９月号分）
657,476

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成28年5月号～平成29年4月号）編集デザイン業務委託にかかる経費の支出について（平成28年10月号分）
233,280

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２８３６＞
46

北区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（９月分）北区役所運営事務費・統計　＜機械番号２０２９８５＞
9,434

北区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅賃料及び共益費の支出について（１１月分）
155,000

北区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所受付窓口等用ステッキホルダー購入経費の支出について
122,688

北区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成28年度９月分）
234,900

北区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（政策企画）事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
12,147

北区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
327,001

北区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
5,852

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（９月分）
9,864

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 北区災害対策用職員住宅什器賃貸借（長期継続）経費の支出について（９月分）
17,280

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,894

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
139,352

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
161,827

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
129,366

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
8,164

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（９月分）
130,308

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　北区役所清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
468,000

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎自動扉装置保守点検業務委託経費の支出について（４～９月分）
114,048

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所トイレ内消臭・芳香装置等借入経費の支出について（７～９月分）
99,792

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（９月分）
9,936

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
28,728

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（９月分）
197,951

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（９月分）
307,631

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）経費の支出について（9月分）
18,468

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,340

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,721

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
8,427

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
7,823

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,708

北区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（９月分）
2,515

北区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区広報紙「わがまち北区」（平成28年5月号～平成29年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成28年10月号）
851,867

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　毎日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　朝日新聞
12,111

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　読売新聞
12,111

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　大阪日日新聞
6,150

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　日本経済新聞
13,527

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用新聞購読経費の支出について（７月～９月分）　産経新聞
12,111

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所事務用及び災害対策用自転車購入経費の支出について
389,448

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用子機付き電話機ほか１点購入経費の支出について
29,743

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所３階ファンコイル修繕経費の支出について
99,360

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所エレベータ基板修繕経費の支出について
163,080

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（９月分）
8,856
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北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
9,442

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
5,981

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持管理用　北区役所自動体外式除細動器等借入長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
5,724

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
570

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
361

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
116

北区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（９月分）
183

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
1,630,894

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
910,288

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,750

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
25,596

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（９月分）
2,133

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,752

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,296

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
98,628

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
907

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）
31,702

北区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（９月分）
291

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
132,338

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
3,281,149

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について
53,600

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
347,636

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について（住民情報・就学事務分）
8,048

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
35,322

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について（住民情報・就学事務分）
108,900

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について（住民情報・就学事務分）
173,973

北区役所 戸籍登録課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納料金（平成２８年９月分）の支出について（就学事務分）
55,581

北区役所 地域課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学習活動支援事業用「北区ぶらぶら２０１６」実施にかかる講師謝礼の支出について（９月分）
14,200

北区役所 地域課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（７月分）
116,940

北区役所 地域課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（８月分）
4,988,287

北区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業にかかる緊急参集用タクシー代の支出について（立替払分）
4,600

北区役所 地域課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力推進事業（グリーンサポーター講習会）用（苗）カランコエ外1点購入経費の支出について
12,960

北区役所 地域課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両のタイヤ交換にかかる経費の支出について
30,240

北区役所 地域課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区地域活動協議会にかかる周知パンフレットのデザイン業務委託経費の支出について
29,160

北区役所 地域課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（８月分）
45,520

北区役所 地域課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（9月分）
5,477

北区役所 地域課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 学校教育活動支援事業（演奏会鑑賞）にかかる演奏会チケット代金の支出について
3,000

北区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
11,199

北区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業にかかる耐震シートの購入経費の支出について
319,680

北区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業にかかる地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
354,996

北区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市北区地域活動協議会にかかる周知パンフレット印刷経費の支出について
89,640

北区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（9月分）
8,815

北区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 大阪市北区・中央区連携事業「船で巡る大阪の橋講座」で借り上げて使用する船舶に係る船車賃借料の支出について
130,000

北区役所 地域課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課（区民協働）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
12,458

北区役所 福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）10月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）10月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　北区要保護児童対策地域協議会代表者会議における講師謝礼について
26,480
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北区役所 福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28度第2回大阪市北区地域支援連絡会議にかかる報償金の支出について
41,156

北区役所 福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業にかかる業務委託料の支出について（平成28年度8月分）
3,909,000

北区役所 福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成26年10～12月・平成27年1～3月・平成27年5～12月・平成28年1～4月・平成28年6月）
18,550

北区役所 福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支出について（平成26年10～12月・平成27年1～3月・平成27年5～12月・平成28年1～4月・平成28年6月）
29,097

北区役所 福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
191,480

北区役所 福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
300,385

北区役所 福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
931,182

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
900

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
2,911

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
6,040

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
5,500

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
1,490

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
1,100

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
320

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
3,440

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
540

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
1,248

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
1,360

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
720

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
360

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
421

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
2,160

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
3,370

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
1,000

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
3,590

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
360

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
360

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～９月分）
360

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について
3,240

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月16日から平成28年9月30日分）
5,800

北区役所 福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について
3,240

北区役所 福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について
3,240

北区役所 福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　北区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
90,000

北区役所 福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
819,000

北区役所 福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（５～６月分）
1,290

北区役所 福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課事務用ゴム印購入経費の支出について
4,131

北区役所 福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（９月分）
37,694

北区役所 福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」にかかる業務委託料の支出について（平成28年9月分）
97,900

北区役所 福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（９月分）
12,135

北区役所 福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
764,682

北区役所 福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年7月分）
11,952

北区役所 福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
263,615

北区役所 福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　10月分の支出について
997,300

北区役所 福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スクールソーシャルワーカー及びスーパーバイザーの活動に対する謝礼の支出について（９月分）
529,040

北区役所 福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月5日から平成28年10月17日分）
5,060

北区役所 福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月5日から平成28年10月17日分）
3,000
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北区役所 福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月5日から平成28年10月17日分）
2,400

北区役所 福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月5日から平成28年10月17日分）
4,200

北区役所 福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月5日から平成28年10月17日分）
8,424

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
10,034

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
25,288

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,296

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,853

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
25,411

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成28年9月分）
454,610

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成28年9月分）
904,415

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,487

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,000

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成28年9月分）
247,931

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
40,322

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
35,708

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
69,312

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成28年9月分）
887,594

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,058

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成28年9月分）
47,713

北区役所 福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,173

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
84,283

北区役所 福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,242

北区役所 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度１０月分の窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２８年９月審査分　一般）②
297,463

北区役所 保険年金課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－１（歳出・一般分）
410,244

北区役所 保険年金課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－３（歳出・一般分）
60,812

北区役所 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（９月分）
14,121

北区役所 保険年金課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－４（歳出・一般分）
1,503,881

北区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２８年１０月審査分　一般）
1,031,405

北区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２８年１０月審査分）
400,000

北区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２８年１０月審査分）
170,589

北区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２８年１０月審査分　退職）
2,100

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２８年９月分）の支出について
11,502

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２８年９月分）の支出について
84,379

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２８年９月分）の支出について
749,457

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて１０月－５（歳出・一般分）
350,566

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２８年９月分）の支出について
88,609

北区役所 保険年金課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２８年９月分）の支出について
43,182

北区役所 健康課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康増進・相談事業用　北区みんなの健康まつり周知ちらし印刷経費の支出について
43,200

北区役所 健康課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年８月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年８月分）について
99,560

北区役所 健康課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年８月分）について
168,240

北区役所 健康課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年８月分）について
24,890

北区役所 健康課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年８月分）について
49,780

北区役所 健康課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防事業用　介護予防カレンダーポスター印刷経費の支出について
10,584

北区役所 健康課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防事業用　介護予防カレンダーポスター印刷経費の支出について
7,560

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
13,699
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北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
2,154

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
1,394

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
1,533

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
900

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
1,640

北区役所 健康課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
1,299

北区役所 健康課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）９月分
1,580

北区役所 健康課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
1,100

北区役所 健康課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
27,840

北区役所 健康課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 北区保健福祉センター公用車定期車検に係る諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）の支出について
45,600

北区役所 健康課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策推進事業（家族教室）の実施に伴う講師謝礼金（９月分）の支出について
8,960

北区役所 健康課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(10月分)
49,780

北区役所 健康課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（９月分）の支出について
24,964

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
550

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
82

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
246

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
858

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
164

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
246

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
420

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
3,608

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
24,000

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
656

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
3,116

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
714

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
656

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
1,618

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
1,312

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年９月分）について
168,240

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年９月分）について
87,770

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年９月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年９月分）について
99,560

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２８年９月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
164

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
246

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
410

北区役所 健康課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（9月分）
266

北区役所 健康課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第2回）出席医師報償金の支出について
22,720

北区役所 健康課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進事業用　地域健康講座（なるほどウォーキング講座、9月分）出席講師報償金の支出について
13,860

北区役所 健康課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　いきいき百歳体操地域健康講座（豊崎地域）出席講師報償金の支出について
8,600

北区役所 健康課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　健康づくり展げる講座（はつらつ脳活性化サポーター養成講座）出席講師報償金の支出について（８月分）
8,600

北区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９２５～９２６）
7,758

北区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９１４～９１９）
76,481

北区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９３４）
17,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９２０～９２４）
18,800

北区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№９２７～９２８）
426,696

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９５１～９５６）
71,018
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北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９０７～９１３）
56,807

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№９４４～９４５）
162,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№９３３）
3,132

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９５０）
17,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９４６～９４７）
94,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№９２９～９３２）
9,680

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№９４８）
207,550

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№９４９）
239,960

北区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（№８９９）
50,892

北区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９３５～９３９）
17,842

北区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№９４０～９４２）
11,870

北区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（№９４３）
100,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９７３～９７７）
73,213

北区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№９８３）
46,440

北区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№９５７～９６３）
157,879

北区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９７８～９８２）
28,990

北区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№９６７～９７２）
38,550

北区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№９６４～９６６）
636,322

北区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№９９６～１００６）
100,033

北区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№１０１２～１０１４）
196,560

北区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№９９５）
420

北区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１００８～１０１１）
72,947

北区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１０１５～１０２４）
48,820

北区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる８月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
5,810

北区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１０２５）
216,970

北区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１０６０～１０６６）
32,800

北区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№１０５０）
480

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金（８月分）の支出について
6,800

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１０５１～１０５９）
104,708

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.９８４～９９２）
92,116

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１００７）
7,154

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１０２６）
1,998

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１０８２～１０８７）
104,071

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№９９３～９９４）
5,090

北区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№１０４４～１０４６）
2,400

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№１０８８～１０９０）
168,800

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（平成２８年１０月分）
19,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１０３３～１０３９）
72,576

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１０９９～１１０４）
62,906

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１０７８～１０８０）
16,997

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１０６８～１０７７）
63,930

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　No.１０４７～１０４８）
9,600

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について（住宅維持費　№１０６７）
13,824

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１０４９）
9,990

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１０４１～１０４３）
11,100

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１０９３～１０９８）
23,940

北区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（№１０８１）
52,902
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北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２８年１１月分）
12,000,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２８年１１月分）
9,000,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校８～９月分）
308,372

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２８年１１月分）
300,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校９月分）
73,162

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校９月分）
102,099

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№１１０５）
2,400

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２８年１１月分）
500,000

北区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１０９１～１０９２）
437,954

北区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№１１３６～１１３７）
285,600

北区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１１２２～１１３０）
87,581

北区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№１１３５）
420

北区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１１３１～１１３４）
13,910

北区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１１３８～１１３９）
49,230

北区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１１５０～１１５６）
37,400

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業にかかる９月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
360

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる９月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
13,470

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（平成２８年９月分）
21,384

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる事務用品消耗品（液体のり他２２点）購入経費の支出について
63,986

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１１１３～１１１８）
54,550

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　No.１１１９～１１２０）
8,920

北区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１１５８）
244,416

北区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（９月分）の支出について
295,096

北区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１１５９～１１７１）
148,404

北区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１１４３～１１４６）
27,088

北区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１１７５～１１７６）
51,718

北区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１１７４）
215,400

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
838

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
864

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
9,950

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
520

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
246

都島区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
246

都島区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度都島区の広報誌「みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（平成28年9月号分）
413,632

都島区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（9月分）
2,768

都島区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託及経費の支出について（長期継続）（平成28年9分）
378,332

都島区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 使用料及賃借料　使用料 選挙啓発用テント外３点の借入経費の支出について
33,090

都島区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「大阪日日新聞」の購入経費の支出について（4～6月分）
6,150

都島区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（9月分）
8,664

都島区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（9月分）
4,332

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「毎日新聞」外1紙の購入経費の支出について（7～9月分）
25,638

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「大阪日日新聞」の購入経費の支出について（7～9月分）
6,150

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「読売新聞」の購入経費の支出について（7～9月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「産経新聞」の購入経費の支出について（7～9月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用「朝日新聞」の購入経費の支出について（7～9月分）
12,111

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度第1回都島区区政会議福祉部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
34,560

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度第1回都島区区政会議教育部会にかかる筆耕翻訳経費の支出について
25,920
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都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守点検業務委託料の支出について
97,200

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（9月分）
12,000

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（9月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（9月分）
12,700

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区の広報誌「広報みやこじま」（平成28年5月号～平成29年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）経費の支出について（平成28年10月号分）
28,382

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報誌編集用PCの長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（9月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　9月分）
60,300

都島区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（11月分）
120,000

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
9,864

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
5,316

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成28年9月分）
4,323

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
205

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成28年9月分）
4,354

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,344

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
1,786

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
294,208

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年度9月分）
80,453

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成28年9月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年度9月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
246

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
720

都島区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
5,166

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
33,266

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（9月分）
14,978

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（9月分）
24,019

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（9月分）
16,657

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（9月分）
21,435

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（9月分）
14,067

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（平成28年５月号～平成29年４月号）（都島区役所） 概算印刷経費の支出について（平成28年10月号分）
908,901

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（9月分）
19,746

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（7～9月分）
286

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（9月分）
318,196

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）維持管理用ガス料金及び電話料金の支出について（7～9月分）
1,229

都島区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　9月分）
427,464

都島区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ゼムクリップ外4点の買入経費の支出について
3,969

都島区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ゼムクリップ外4点の買入経費の支出について
4,833

都島区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成28年9月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報誌編集用PCの保守委託経費の支出について（平成28年9月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について（追加分）
4,802

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（10月分）
490

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
4,860

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（9月分）
3,815

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（10月分）
16,203

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
540

都島区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年9月分）
270



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第42回都島区民まつり人権啓発事業にかかる謝礼の支出について
45,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり事業用交通安全定規の購入経費の支出について
12,960

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,102

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
10,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
500

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
140

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生涯学習推進事業用　第42回都島区民まつりにおけるテント等使用料の支出について
33,900

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 人権啓発推進事業用テント外3点の借入経費の支出について
19,160

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費（9月12日分）の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災活動活性化事業用都島区防災マップの印刷経費の支出について
31,860

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（9月分）
166,131

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
328

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
205

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用防災タブレット回線使用料の支出について（９月分）
8,160

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
5,260

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（9月分）
5,775

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
656

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（９月分）
7,751

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
738

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第42回都島区民まつり　人権啓発ブースでの解説にかかる講師謝礼の支出について
17,200

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事業用リュックサックの購入経費の支出について
5,616

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動活性化事業用使い捨てベスト外１点の購入経費の支出について
35,100

都島区役所 まちづくり推進課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（９月分）
16,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２８年１０月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２８年１０月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金１０月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金１０月分の支出について（歳出　退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
1,234,000

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月①）
460,390

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用印鑑ふき外5点の購入経費の支出について
23,112

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（28年8月分）
1,590

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（28年8月分）
600

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月②）
197,708

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
4,851

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
77,586

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
80,918

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
734,904

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
111,232

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　１０月③）
5,797

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
89,340

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
81,547

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
54,676

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
65,661

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(9月分)
57,435

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ホッチキス針外6点の購入経費の支出について
896
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都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（９月分）
18,755

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ホッチキス針外6点の購入経費の支出について
896

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ホッチキス針外6点の購入経費の支出について
465

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ホッチキス針外6点の購入経費の支出について
1,253

都島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）ホッチキス針外6点の購入経費の支出について
1,296

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　７・８月分）の支出について
50,646

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４・５月分）の支出について
1,836

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
216,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助金（住宅修繕費）の支出について
120,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用１０月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（１０月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,576

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,502

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,308

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金(福祉用具代）の支出について
2,430

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
3,336

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判にかかる費用(診断書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬の支出について
194,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
591,477

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
80,949

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
94,132

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
60,936

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,130

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,080

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,896

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,207

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
42,008

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,530

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,130

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,280

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
18,206

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,000
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
16,200

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,160

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
14,279

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,450

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
15,080

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
44,130

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,454

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
24,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（７月分）
6,020

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,550

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
22,982

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
35,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
10,930

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
48,639

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,622

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
41,080

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
20,228

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（６・７月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中学生ネパールとのweb交流事業に係るパソコン外2点の借入に係る経費の支出について
54,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリングに係る出張旅費の支出について
58,720

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員・児童委員一斉改選に伴う地区準備会の会場使用料の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国生活保護査察指導員研修会への参加に係る出張旅費の支出について
36,740

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　８・９月分）の支出について
168,520

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費及び　８月分）の支出について
12,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
7,620

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
26,460

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,892

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
170,039

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,496
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,532

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
115,280

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,386

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
48,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具代及び住宅改修費）の支出について
21,026

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　８月分）の支出について
44,640

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,537

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,456

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
756

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
108

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
216

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
5,550

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
15,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
432

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
64,864

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　８・９月分）の支出について
135,558

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,150

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
5,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用蛍光マーカーペン外8点の購入経費の支出について
8,352

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みやっこみんなで健康づくり事業用啓発ビラの作成経費の支出について
52,380

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
241,882

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
26,900

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用蛍光マーカーペン外8点の購入経費の支出について
4,925

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用蛍光マーカーペン外8点の購入経費の支出について
1,514

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用蛍光マーカーペン外8点の購入経費の支出について
3,775

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判にかかる費用(診断書料）の支出について
5,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
643

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
7,762

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
956

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,475

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
136,434

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,429

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,064

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,958

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,959

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,669

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 臨床心理士による福祉相談事業用「子育て支援室講演会」にかかる講師謝礼の支出について（平成28年10月7日実施分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
256,336

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
187,067

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
129,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　７～９月分）の支出について
220,681

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
1,782

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　８月分）の支出について
44,640
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
16,770

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
110,236

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
1,255,844

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（9月分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
170,553

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
12,466

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中学生ネパールとのweb交流事業に係るパソコン外1点借入にかかる支出について
17,172

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
97,200

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
175,200

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(教材代・給食費及び校外活動費　９月分）の支出について
213,196

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（１０月分）の支出について
1,291,350

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金に係る窓口払分の支出について（10月分）
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
24,192

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
42,200

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
22,980

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
19,430

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
15,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
14,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,520

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,570

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,130

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
13,772

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
46,050

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,516

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,040

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,404

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
4,438

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
17,540

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
11,843

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　８月分）の支出について
19,880

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
251,729

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
251,729

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,988

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,283

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　８～９月分）の支出について
56,477

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
328

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
386

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
23,266

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,132

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
656

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
2,090

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
492

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）９月分の支出について
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）９月分の支出について
32,000
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）９月分の支出について
373,350

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（9月分）
20,058

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,730

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,376

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
13,750

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金(おむつ代　９月分）の支出について
72,990

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２８年１１月分）
24,500,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２８年１１月分）
13,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２８年１１月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(給食費及び校外活動費　９月分）の支出について
142,952

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　９月分）の支出について
134,957

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（短期入所にかかる食費及び滞在費　９月分）の支出について
2,980

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（その他医療扶助　５月分）の支出について
518,462

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
11,940

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
8,500

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
29,868

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２８年１１月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２８年１１月分）
1,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（9月分）
19,680

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用回転印外4点の購入経費の支出について
227

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター分館事業用啓発ビラの作成経費の支出について
17,280

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
164

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
140

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
20,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
27,262

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,757

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,870

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
154,789

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,839

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
4,626

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
14,510

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館 精神保健及び結核事業用市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
380

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター分館事業用啓発ビラの作成経費の支出について
26,568

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育イベント用ビラの作成経費の支出について
8,748

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館 精神保健及び結核事業用市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
1,760

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用回転印外4点の購入経費の支出について
918

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
1,604

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
1,558

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
24,651

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
13,290

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
61,605

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
1,158
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
5,486

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用回転印外4点の購入経費の支出について
3,812

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
8,784

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成28年9月分）
810

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第3四半期　NO1）
312,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,663

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,640

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,780

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,859

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（９月分）
8,900

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）38.39号
79,920

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）20号
8,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
23,840

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
16,793

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
12,060

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０・１１月分）
21,280

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（８・９月分）
10,625

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）36.37号
173,600

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第５号）
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
32,400

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
222,480

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　９月分）の支出について
38,920

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(給食費　９月分）の支出について
48,298

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
24,440

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
113,786

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　９月分）の支出について
126,720

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
11,480

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
54,821

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
218,360

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
204,416

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（9月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（9月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬の支出について
216,000

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みやっこ子育ておっぱい教室助産師講師料の支出について（８月分）
25,800

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（平成28年9月分）
18,676

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成28年9月分）
22,320

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
3,262

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員・児童委員一斉改選に伴う地区準備会の会場使用料の支出について
3,500

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
510,341

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
327,433

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
330

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（９月分）
5,920

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
365,604

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（９月分）
18,286

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
13,197
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都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
1,593

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
3,510

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
2,198

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
198,962

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
6,372

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第3四半期　NO2）
874,500

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（平成２８年９月分）
94,242

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（９月分）
3,804

都島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用パイプファイル外18点の購入経費の支出について
11,988

福島区役所 企画総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_10月分
324

福島区役所 企画総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_10月分
2,400

福島区役所 企画総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかる腐葉土外１２点の購入経費の支出について
83,678

福島区役所 企画総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（9月分）
346

福島区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
5,224

福島区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　企画総務課用市内出張交通費の支出について
4,562

福島区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所運営事務用　集団検診室内 棚扉の修理経費の支出について
43,200

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 水辺活性化事業にかかる出張交通費の支出について（その２）
29,730

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 水辺活性化事業にかかる出張交通費の支出について（その１）
29,730

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
1,831

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
1,436

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成28年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
213

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成28年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
246

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成28年9月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
5,318

福島区役所 企画総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年10月分　小口支払基金繰入金の支出について
19,940

福島区役所 企画総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるコスモス苗外１点の購入経費の支出について
11,232

福島区役所 企画総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福島区役所　庁内情報利用プリンタ借入（再リース）及び経費の支出について（平成28年9月分）
6,382

福島区役所 企画総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成28年経済センサス活動調査にかかる指導員報酬の支出について
291,750

福島区役所 企画総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 ふくしま水辺フェス2016の実施にかかる分担金の支出について
1,200,000

福島区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
1,166

福島区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平成28年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
28,036

福島区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年10月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
82

福島区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　水辺活性化事業用簡易トイレ一式 長期借入経費の支出について（平成28年7月～平成38年7月）
51,659

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について
9,864

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年7月～9月分　区役所事務参考用大阪日日新聞の購入経費の支出について
6,150

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年7月～9月分　区役所事務参考用毎日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年7月～9月分　区役所事務参考用産経新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年7月～9月分　区役所事務参考用読売新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年7月～9月分　区役所事務参考用朝日新聞の購入経費の支出について
12,111

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成28年5月号～平成29年4月号）１０月号分
209,088

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年7月～9月分　福島区役所自動扉保守点検業務委託経費の支出について
45,360

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成28年4月号～平成29年3月号）９月号分
322,050

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成28年5月号～平成29年4月号）１０月号分
135,000

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,720

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について
246,934

福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256
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福島区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 企画総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
1,304

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度_特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる謝礼の支払いについて(9月分)
217,000

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　「福島区長に届け、みんなの声、そして小さな声」における郵送料の支出について
388

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
7,746

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
4,697

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
184

福島区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
82

福島区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,136

福島区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス活動調査にかかる後納郵便料金（９月分）について
12,462

福島区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,068

福島区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発にかかる「新有権者への選挙のお知らせ」後納郵便料金（９月分）の支出について
3,526

福島区役所 企画総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
4,674

福島区役所 企画総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
242

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,209

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
56,954

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度福島区役所接遇研修にかかる業務委託経費の支出について
129,600

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
7,252

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
6,754

福島区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について(９月分）
214,000

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
3,852

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　企画総務課用市内出張交通費の支出について
4,372

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（ボックスファイル外5点）
98,037

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　区役所事業用コピー代金の支出について
101,774

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,815

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_11月分
216

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 特別支援教育・発達障がいボランティア事業に係る保険料の支払いについて_11月分
1,600

福島区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
505,440

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成28年8月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
7,425

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（１０月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金支払準備金の支出について（１０月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（一般分）10月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（退職分）10月分の支出について
1,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（スティックのり外１点）の購入経費の支出について
4,698

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（スティックのり外１点）の購入経費の支出について
1,387

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（９月分４回目･口座払）
179,967

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（９月分３回目･口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(９月分２回目･口座払)
420,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 マイナンバーカード交付事務用コード付ボールペン外５点の購入経費の支出について
11,556

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２８年８月分）
1,572

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録）業務にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
1,700

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当における交通費の支出について（平成２８年８月分）
600

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成28年10月1回目）
1,477,646

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成28年10月1回目）
1,112

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度８月分）
58,948

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度８月分）
2,414,749

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度８月分）
168,005
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福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（１０月分１回目･口座払）
52,938

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（１０月分１回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(１０月分１回目･口座払)
420,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成28年10月2回目）
20,863

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成28年10月分（２回目）小口支払基金繰入金の支出について
6,134

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
1,470

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
36,620

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
51,572

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
27,412

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
29,159

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
301,311

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（１０月分２回目･口座払）
133,409

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（１０月分２回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成28年10月3回目）
57,709

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
1,746

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
16,271

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
28,216

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
21,662

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
7,101

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
8,000

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録）業務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
690

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課用平成２８年度電子レジスター保守点検業務委託契約の支出について（８～９月分）
48,600

福島区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の受取人払いにかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
45,978

福島区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（ルーム事業）の消耗品（インクカートリッジ  外5点）の購入経費の支出について
33,397

福島区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業消耗品（インクカートリッジ外８点）の購入経費の支出について
117,639

福島区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　区災害対策本部用消耗品（赤青鉛筆ほか６点）にかかる買入経費の支出について
9,890

福島区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度区長杯ソフトボール大会開催にかかる会場使用料の支出について
12,300

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
1,105

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
211

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
795

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
10,692

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（推進員養成講座）にかかる交通費の支出について（８月分）
2,280

福島区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
1,352

福島区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（推進員研修　防災クロスロード）にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

福島区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　防災用消耗品（コードレスドライバードリル）にかかる買入経費の支出について
9,612

福島区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる交通費の支出について（９月分）
360

福島区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２８年９月分)
4,060

福島区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２８年９月分)
780

福島区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための日産リーフ長期継続リース契約（平成２６年１１月～平成２８年１０月）経費の支出について（平成２８年９月分）
38,880

福島区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分２回目）
1,560

福島区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について(28年9月分)
1,529,000

福島区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
13,664

福島区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
902

福島区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
410

福島区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
14,000

福島区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（養成講座・3年次研修）にかかる交通費の支出について（９月分）
1,200

福島区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
1,804
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福島区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（９月分）
2,132

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）１０月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）１０月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費療養費１０月支給分の支出について
324,428

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,885

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　一部負担金相当額等一部助成費１０月支給分の支出について
140,432

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
19,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　ひとり親家庭医療費療養費１０月支給分の支出について
71,209

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
465,473

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
215,626

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
64,284

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるおむつ代の支出について（８月分）
11,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
840

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,700

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
191,916

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼９月分の支出について
43,980

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年８月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
660

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,230

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成28年８月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
560

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年８月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年８月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年８月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成28年8月分
19,185

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成28年8月分
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座事業「あし活セミナー」講師料の支出について（平成28年9月分）
8,920

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,584

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,697

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険高齢者福祉担当事務用消耗品（セロテープ1パック外7点）購入経費の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険高齢者福祉担当事務用消耗品（セロテープ1パック外7点）購入経費の支出について
5,210

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８，９月分）
17,603

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　こども医療費療養費１０月支給分の支出について
616,483

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,039

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,125

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,998

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,426

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
29,972
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福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
116

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
84

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
332

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,776

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）業務委託料の支出について（９月分）
225,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,647

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,853

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
16,506

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
17,890

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
16,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年9月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,840

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年９月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
366,730

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　修学資金第３四半期分の支出について
2,451,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月18日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市寡婦福祉貸付金　修学資金第３四半期分の支出について
243,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
900

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
860

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
760

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
720

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
10,138

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
4,140

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
37,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
7,868

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる校外活動費の支出について（９月分）
26,643

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
8,500

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
7,560

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
23,842

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
246,550

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
14,184

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる長期入院者の診療報酬の支出について（９月）
43,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成28年９月分の支出について
20,760

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域の福祉活動サポート事業及びふくしま暮らし支え合いシステム事業にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
3,613,248

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　福島区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,304

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
135,404

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（１０月分）
9,100

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（９月分）
20,100
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福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
18,900

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
147,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
1,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業（１０月６日）講師謝礼金の支出について
10,380

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払・子育て支援事業）
679

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
6,480,125

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,763,835

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
20,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（８月分）
3,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
40,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる１１月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
550,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（１０月分）にかかる支出について
1,332,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
440

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
360

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
240

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
1,330

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
660

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,216

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成28年9月分　市内出張交通費の支出について（保健福祉課・地域福祉業務）
320

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるおむつ代の支出について（９月分）
18,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるおむつ代の支出について（９月分）
6,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年９月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
960

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
506

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
1,048

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
1,394

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成28年９月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年９月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,320

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年９月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
3,860

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年９月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分生活保護業務ならびに生活困窮者自立支援事業にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
93,136
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福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕
23,783

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（９月分）
16,506

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
902

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
584

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
1,230

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
328

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
29,259

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる近接地内出張旅費の支出について（平成28年９月分）
1,040

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
1,129

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
328

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
17,038

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
41,580

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成28年9月分
12,747

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
1,362

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
256

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成28年9月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
1,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成28年9月分
334

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成28年9月分
720

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,722

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度　身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（４月～９月分）
45,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度　身体・知的障がい者相談員にかかる報酬の支払いについて（４月～９月分）
22,800

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
17,802

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
12,874

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
75,203

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,925

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
343,419

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,567

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
12,052

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
28,757

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,768

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
125,686

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,966

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,710

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,476

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査の調査世帯手当の支出について（７～９月分）
10,200

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
49,600

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
239,960

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,090

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,050

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成28年9月分保健福祉課事務用コピー代金の支出について
32,866

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
20,665

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,790

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
30,919

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,020

福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成28年9月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,502
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福島区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険・高齢者福祉事務用市内出張交通費の支出について　平成28年9月分
1,586

此花区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所３階女子トイレ換気扇取替工事経費の支出について
19,440

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
9,864

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
34,364

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
8,324

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
12,860

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
957

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
211,332

此花区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計事務用　市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
932

此花区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所２階女子トイレ洗面器用自動水栓取替工事経費の支出について
75,060

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）平成28年9月分　コピー代金の支出について（請求書6通）
104,915

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（平成28年9月分）
959,030

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所職員用駐輪場（サイクルキーパー）撤去工事にかかる経費の支出について（区庁舎設備維持用）
108,000

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所２階男子トイレ小便器用自動洗浄フラッシュバルブ修繕経費の支出について
5,400

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（平成28年9月分）
10,789

此花区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（平成28年9月分）
6,868

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（平成28年10月分）
161,362

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　カラ―プリンター保守業務の委託経費の支出について（平成28年9月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）此花区役所窓口案内業務従事者派遣経費の支出について（平成28年9月分）
158,220

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　此花区役所及び此花図書館　一般廃棄物処分業務委託料の支出について（区庁舎設備維持用及び図書館事業用）
3,115

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成28年9月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
4,752

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総合調整担当用タブレット使用料（平成２８年９月分）の支出について
7,782

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
3,780

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式借入（長期契約）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
4,752

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親サポーター事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
2,028

此花区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成28年9月分　此花区役所及び此花図書館　一般廃棄物処分業務委託料の支出について（区庁舎設備維持用及び図書館事業用）
332

此花区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（一般管理用）の支出について（平成28年9月分）
1,398

此花区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用）の支出について（平成28年9月分）
656

此花区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用）の支出について（平成28年9月分）
3,936

此花区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度此花区役所人材育成研修にかかる講師謝礼金の支出について（９月分）
47,840

此花区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成28年10月分　払込書１通
3,815

此花区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成28年10月分　払込書１通
16,203

此花区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（平成28年9月分）の支出について
266

此花区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 地域経済活性化事業にかかる「第５回この花　健康・エコ・にぎわい通り」分担金の支出について
350,000

此花区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子どもたちの未来のために！！事業にかかる親向け講座の手話通訳謝礼金の支出について
10,000

此花区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」企画編集業務にかかる経費の支出について（平成28年９月号）
135,778

此花区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」企画編集業務にかかる経費の支出について（平成28年９月号）
121,478

此花区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成28年9月号）
280,734

此花区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成28年9月号）
59,427

此花区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度その他の情報発信事業にかかる分担金の支出について（阪急・阪神沿線観光あるき）
200,000

此花区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる此花中学校「国際理解講座」報償金の支出について
175,200

此花区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度MKBプロジェクト事業（ＭＫＢの祭典）のチラシ印刷経費の支出について
29,430

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
12,855

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～３０）
7,764
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此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
13,000

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～３０）
2,048

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～３０）
1,600

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～３０）
1,144

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（９月　２２～３０）
600

此花区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市此花区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託経費の支出について（後期分）
7,541,500

此花区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（9月27･28日実施）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務にかかる経費の支出について（平成28年10月号分）
205,561

此花区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　ＤＭ便利用料の支出について（平成28年9月分）
2,624

此花区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区安全確保事業にかかる業務委託費の支出について（JR・阪神西九条駅周辺地域放置自転車対策事業９月分）
83,380

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（９月分）
230,640

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成28年9月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,722

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
902

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
328

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
7,144

此花区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
232

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成28年10月分）
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成28年10月分）
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　１０月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年９月処理分２回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２８年８月分
73,368

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（長期継続契約）平成２８年８月分
2,183,122

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
4,420

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
221,152

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年９月処理分３回目）
886,220

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
25,565

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年９月処理分４回目）
424,090

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
9,193

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年９月処理分５回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年９月支給決定分　２回目）
167,103

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
54,388

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用事務用品（セロハンテープ外７点）購入経費の支出について
7,013

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等用事務用品（セロハンテープ外７点）購入経費の支出について
5,011

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２８年１０月処理分）
150,000

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（９月分）
480

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
993

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
1,986

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（９月分）
1,864

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（９月分）の支出について
6,953

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
50,520

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
9,450

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票の返送にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について（料金受取人払分）
42,874

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票発送等にかかる料金後納郵便料金（９月分）の支出について
500

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
38,575

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
4,950
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此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
357,318

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分保険担当返信用）の支出について
9,610

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分管理担当返信用）の支出について
20,381

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
7,459

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
66,056

此花区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（９月分）の支出について
40,901

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,407

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成28年10月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成28年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成28年10月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科衛生士報償金の支出について　　　　　　　　         （平成28年9月8日分）
6,300

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
16,719

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
713

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
13,770

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
561

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
3,256

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
11,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
11,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
1,015

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
55,761

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
240,837

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
548,018

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
264,451

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
9,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
27,640

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
37,320

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検診料の支出について
8,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
141,083

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
222,680

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
3,737

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
2,384

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
4,957

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（２段式スタンプ台外３４点）の支出について
18,760

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成28年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,580

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
2,720

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
480

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,908

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
560

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,200

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,265

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年６、７、８月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
894

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
5,344

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業にかかるリサイクルトナーの購入経費の支出について
23,976

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
382,739

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
15,457
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此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
4,400

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
7,128

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（８月分）の支出について
2,184

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
118,466

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,602

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
26,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
1,075,880

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,632

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２８年９月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
10,914

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
73,842

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関診療報酬の支出について
63,510

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
142,813

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
20,160

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
32,380

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
85,950

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室事業にかかる報償金（９月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
1,427

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
2,965

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分２回目）
400

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
406,676

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
91,622

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
17,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
32,640

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について　　　　　　　　（平成28年9月21日分）
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
72,300

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
108,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による不動産鑑定費用の支出について
234,360

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
37,111

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
5,055

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
40,661

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
14,370

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,602

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
52

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（ゴム印）の支出について
2,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度コホート検討会（第２回目）にかかる参画医師報償金の支出について
11,360

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
400

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,752

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（１０月～１２月分）
1,937,925

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 父子福祉資金貸付金の支出について（１０月～１２月分）
162,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金の支出について（１０～１２月分）
130,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業にかかる印刷製本経費の支出について　　　　　　　　　　　（認知症予防啓発リーフレット）
39,312

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 此花区子育て親子よっといでプラン「みんなであそぼう」開催にかかるボランティア・市民活動行事保険料の支出について
7,500

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
241,533
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此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度　社会保障生計調査用報償金の支出について（平成２８年９月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（１０月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談事業にかかる報償金（１０月分）の支出について
62,880

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金（９月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
830,439

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（平成29年4月～9月分）
462,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 知的障がい者相談員報償金の支出について（４～９月分）
22,800

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 身体障がい者相談員報償金の支出について（４～９月分）
57,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
10,500,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
160,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分資金前渡金の支出について
230,000

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（平成28年10月分）
1,263,600

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康促進事業「このはないきいき長生きプラン」にかかる咀嚼力判定ガムの購入経費の支出について
13,176

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
730

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（９月分）の支出について
7,782

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,243

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
574

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
2,844

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
1,148

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
9,299

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
656

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
10,750

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
184

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２８年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
1,522,379

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
92,280

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２８年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
185,545

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
159,840

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
343,210

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
218,524

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
22,040

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,959

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
12,390

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
212,516

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２８年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
460,698

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２８年１０月５日支払帳票作成分）の支出について
19,470

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,693

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
107,448

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
5,466

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 『このはな地域見守りタイ』事業　業務委託料の支出について（第２四半期）
1,440,658

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
574

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
11,046
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此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
11,484

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,816

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
4,400

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,906

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,588

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
328

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
37,422

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（トナーカートリッジ）の支出について
7,992

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料９月分の支出について
252,157

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,666

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
21,736

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
662

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
38,066

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,300

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,822

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
512

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,702

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成２８年９月分）
9,427

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
78,287

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
3,552

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,751

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,364

此花区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成28年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

中央区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用臨時運行許可申請書の作成経費の支出について
65,880

中央区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（８月分）
89,789

中央区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用事務用品（ロールペーパー感熱紙外９点）の購入経費の支出について
183,706

中央区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度中央区総合庁舎にかかる産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（８月分）
12,277

中央区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
6,880

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
860

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
18,360

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
1,728

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
13,038

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
5,166

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
9,760

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
3,216

中央区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳書決議番号１０６～１０９・２０９～２１３・４１３）
2,400

中央区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（６月分）
390

中央区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（６月分）
28,666

中央区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
3,294

中央区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
295

中央区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（９月分）
103

中央区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成28年経済センサス‐活動調査にかかる調査員報酬の支出について（口座振替不能分）
56,120

中央区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用消耗品（インクジェットプリンタ外７点）の購入経費の支出について
78,084

中央区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
2,614,227
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中央区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
172,477

中央区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（９月分）
60,367

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）経費の支出について（１０月号）
719,064

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
107,033

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成28年4月号～平成29年3月号）経費の支出について（９月号）
754,112

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（９月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
297,068

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入経費の支出について（９月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年経済センサス－活動調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出後納払(支払通知送付)】の支出について（９月分）
18,286

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
9,599

中央区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（９月分）
3,359

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
232,955

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
114,904

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
5,622

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
11,399

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
3,989

中央区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（９月分）
1,967

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入業務の実施経費の支出について（5月分～9月分）
71,510

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成28年9月分）
738

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成28年9月分）
246

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,502

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成28年9月分）
410

中央区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成２８年３月１日～平成３１年２月２８日）経費の支出について（９月分）
626,400

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（平成28年9月分）
3,038

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 中央区災害対策用職員住宅にかかる賃貸借経費の支出について（11月分）
179,000

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務参考用毎日新聞及び日本経済新聞の購入経費の支出について（７月～９月分）
25,638

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（９月分）
342,526

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（９月分）
2,828

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用切手の購入並びに同経費の支出について
145,000

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,272

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
97,657

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（９月分）
6,506

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成28年経済センサス‐活動調査にかかる調査事務用コピー代金の支出について（９月分）
8,439

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用料金後納郵便料金の支出について（差出払９月分）
164

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用料金後納郵便料金の支出について（差出払９月分）
2,706

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（９月分）
30,719

中央区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（９月分）
10,751

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第４回支給決定分）
30,041

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第３回支給決定分）
93,870

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（一般・１０月分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（マル退・１０月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　９月分２回目
237,746

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第４回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第５回支給決定分）
100,000
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中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第４回支給決定分）
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　９月分３回目
245,374

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第５回支給決定分）
36,889

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保（管理）事務用市内出張交通費の支出について（２８年９月分）
1,892

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第７回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（９月第６回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第５回支給決定分）
420,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　１０月分１回目
302,283

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第６回支給決定分）
102,915

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（９月第７回支給決定分）
57,833

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（９月第６回支給決定分）
404,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　１０月分２回目
398,680

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（8月分）
146,125

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる所要経費の支出について（8月分）
3,288,712

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１０月第１回支給決定分）
269,852

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　１０月分３回目
18,952

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保（管理）事務用市内出張交通費の支出について（２８年６月分　追加分）
360

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（１０月第２回支給決定分）
75,655

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１０月第１回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（１０月第２回支給決定分）
250,000

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成28年９月分）
29,218

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：９月分）
11,775

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成28年９月分）
506

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（９月分）
24,931

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：９月分）
80,308

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（９月分・東局）
465,199

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（９月分・南局）
230,220

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分）
58,612

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：９月分）
108,080

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険事務用後納郵便料金の支出について（南局：９月分）
58,374

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（９月分・東局）
49,798

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　１０月分４回目
231,074

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：９月分）
45,342

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：９月分）
12,847

中央区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険事務用後納郵便料金の支出について（南局：９月分）
12,558

中央区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯関係事業にかかる防犯パトロール用サイクルヘルメットの購入経費の支出について
127,008

中央区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる人権週間の啓発物品の購入経費の支出について
116,640

中央区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる啓発用物品の購入経費の支出について
22,680

中央区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策にかかる事務用品の購入経費の支出について
155,196

中央区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度「区民協働による魅力発掘＆発信ツールを活用した交流事業」にかかるわがまちガイドナビ作成経費の支出について
238,896

中央区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（９月分）
912,600

中央区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度上方文化再生事業「上方文化再生フォーラム」の経費支出について(下半期）
900,000

中央区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（９月分）
478,530

中央区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　外国籍児童生徒サポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（９月分）
139,520

中央区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（９月分）
130,080

中央区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（前期）
4,800

中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
3,154
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中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料の支出について（９月分）
1,638

中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（第３回分）
10,639,327

中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（９月分）
984

中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度学校選択制学校案内の発送に係る料金後納郵便料金の支出について（東郵便局・平成28年９月分）
205

中央区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度学校選択制希望調査票に係る後納料金（受取人払）の支出について（東郵便局・平成28年９月分）
43,844

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
5,132

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
11,120

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分料）の支出について
160,056

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
108,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
127,350

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
111,060

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
17,240

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
44,640

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
235,406

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
31,182

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（８月分）
2,528

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（８月分）
1,264

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
39,960

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,080

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
7,290

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
112,987

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
56,853

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
6,820

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
213,970

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,200

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域福祉見守り活動事業の実施経費の支出について（8月分）
1,315,800

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
12,052

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
32,399

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,400

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
55,890

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
6,800

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
177,330

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
289,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
19,290

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）講師謝礼の支出について（9月12日実施分）
6,930

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
79,415

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,506

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
23,187

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
40,400

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（検診料・文書料）の支出について
16,910

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
77,193

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
35,789

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助（分娩費等）の支出について
6,160

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
227,846

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業の講師謝礼の支出について（９月７日分）
18,900
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中央区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座の講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（平成２８年１０月、１１月、１２月分）の支出について
159,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金修学資金（平成２８年１０月・１１月・１２月分）の支出について
243,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師謝礼金の支出について（9月15日）
9,160

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 中央区健康展用のり付パネル外８点の購入経費の支出について
38,491

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用及び各種保健事業実施用フルカラーコピー用紙外８点の購入経費の支出について
4,989

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員等５～６月分）
3,700

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
25,920

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
12,860

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食育キャンペーン・イベント用及び各種保健事業実施用フルカラーコピー用紙外８点の購入経費の支出について
28,015

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員等５～６月分）
780

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務に係る出張旅費の支出について（非常勤嘱託職員等５～６月分）
360

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・内訳決議番号４１４）
10,736

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
207,120

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
3,888

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
37,345

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
57,849

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,361

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,920

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分・2回目）決議番号29～31
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
47,505

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
45,535

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
114,465

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
149,600

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
16,922

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
20,400

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
16,092

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
51,750

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
31,702

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
634,780

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分・2回目）決議番号29～31
6,453

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業の講師謝礼の支出について（９月分）
9,440

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（9月分・2回目）決議番号29～31
2,970

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　中央区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
60,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（９月口座不能分）
23,734

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
39,195

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
15,824

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
40,984

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
109,770

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
15,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２８年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
8,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２８年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
21,880

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入、住宅改修費）の支出について
3,796

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,720

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２８年１１月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
500,000
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中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
31,190

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
62,880

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
74,670

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成28年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（１０月分）
824,900

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費・宿泊費）の支出について
8,120

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
144,196

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
4,958

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
20,320

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（６５歳以上食事代）の支出について（１０月支払分）
150,335

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（１０月支払分）
200,955

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
17,030

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
48,868

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部助成費）の支出について（１０月支払分）
82,863

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,640

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,530

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（１０月支払分）
363,533

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（１０月支払分）
153,100

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
3,142

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
4,510

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
4,236

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度　知的障がい者相談員報償金の支出について（４月～９月分）
22,800

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
2,500

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
900

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
5,400

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
16,323

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,480

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局受取人払分）
291

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,824

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
10,768

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
59,210

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
23,475

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
4,245

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
3,783

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
21,100

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
13,750

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
40,080

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,200
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中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,808

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,591

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,704

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用文房具等の購入経費の支出について
76,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用文房具等の購入経費の支出について
189,822

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
269,314

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
178,200

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
3,360

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
277,743

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
55,510

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費）の支出について
5,100

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（長期入院患者診療報酬）の支出について
43,200

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
60,118

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
38,747

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
53,120

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 ＤＯＴＳ事業（コホート検討）報償金（平成２８年１０月分）
22,720

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
492

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
902

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
482

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
984

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
2,132

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
6,266

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
3,866

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
932

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
1,274

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
6,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
18,934

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・南局分）
10,480

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
1,066

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
984

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
44,370

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・南局分）
11,661

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
13,570

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
4,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,200

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
2,050

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
9,324

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（9月分）
19,150

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
338

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
61,924

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（９月分）
14,764
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中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,832

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
100

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（９月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
1,378

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（９月分・東局分）
246

中央区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

西区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月19日未明の大雨・洪水警報の参集に係るタクシー代の支出について
11,800

西区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市西区総合庁舎受水槽外４槽清掃等に伴う産業廃棄物処理業務（概算契約）の経費の支出について（1回目/全2回）
9,849

西区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
300

西区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,387

西区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

西区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

西区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,706

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
9,864

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
2,820

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務資料用産経新聞の購読について（平成28年7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務資料用読売新聞の購読について（平成28年7月～平成28年9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成28年9月分）
224,448

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区役所自動扉開閉装置一式保守業務委託の経費の支出について（平成28年度上半期分）
117,612

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成28年9月分）
417,262

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴サービス提供業務の経費の支出について（平成28年9月分）
1,620

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
4,428

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成28年9月分）
12,204

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度西区役所宿直用寝具借入経費の支出について（平成28年7～9月分）
27,864

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
246,350

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
134,475

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
526

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
3,526

西区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
2,028

西区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「社明講演会『目からウロコの子育てセミナー』」にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

西区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（１１月分）
180,000

西区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
9,420

西区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
3,078

西区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
690

西区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務資料用毎日新聞、日本経済新聞および大阪日日新聞の購読について(平成28年7月～9月分）
31,788

西区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
7,884

西区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
9,747

西区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区生涯学習ルーム事業・地域連携支援講座にかかる講師謝礼金の支出について（9月分）
23,500

西区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務資料用朝日新聞の購読について（平成28年7月～9月分）
12,111

西区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成28年10月分）
16,203

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（１０月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（１０月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
439,843

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
128,275

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
250,285

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
194,036

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
3,533,511
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西区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
184,969

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
23,248

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
2,360

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
86,883

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
142,785

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（平成28年9月分）の支出について
70,810

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書発送用）の支出について
545,601

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）９月分郵送料（文書収受用）の支出について
37,591

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
14,240

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（９月分）の支出について
17,473

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
6,145

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
68,470

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（収受用）の支出について
34,833

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
66,861

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
4,600

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成28年9月分郵送料（発送用）の支出について
38,714

西区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用ＦＡＸ回線使用料の支出について（平成28年9月分）【10月請求分】
3,815

西区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西区防災計画―きらぽかプラン―作成経費の支出について
96,336

西区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー装備品防災作業服上衣外３点買入経費の支出について
415,238

西区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策職員用長袖ポロシャツ外３点買入経費の支出について
81,702

西区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動推進事業用「西区民交通安全大会」啓発物品の経費の支出について
22,140

西区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（９月分）
5,901

西区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
410

西区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
1,066

西区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区コミュニティ育成事業にかかる業務委託料の支出について（第2四半期）
2,032,509

西区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（9月分）
854

西区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市西区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる業務委託料の支出について（第2四半期）
4,172,580

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
79,518

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具購入費の支出について
1,080

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（電車）の支出について
11,520

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（電車）の支出について
760

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
2,130

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
100,190

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
7,400

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
9,720

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
4,860

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による非指定医療機関への診療報酬の支出について
53,250

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
4,240

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成28年10月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成28年10月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内交通費（７・８月分）の支出について
10,662

西区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費１０月定例支給（区執行分）の支出について（窓口払い分）
80,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 西区保健福祉センター公用車の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
27,840

西区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター公用車の車検にかかる重量税の支払いについて
45,600

西区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用リーフレット（壮年期）の作成経費の支出について
19,926

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,472

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
984
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西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
24,612

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
6,241

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
10,782

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
806

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
3,150

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
10,526

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
13,875

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
600

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
5,106

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,496

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,654

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
256

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
656

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（入院用）の支出について
23,594

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
99,360

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
13,370

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
112,378

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
2,682

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
5,308

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
8,330

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
102,475

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
10,390

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
984

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
69,968

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
1,944

西区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（８月分）の支出について
328

西区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
96,180

西区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
154,953

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
1,828

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
2,360

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
324

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
55,280

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
100,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
934

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,268

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,800

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
420

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
820

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,840

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
36,840

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代の支出について
16,940

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
86,400

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
6,840
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西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送（タクシー）の支出について
6,600

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
4,080

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
27,920

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
8,940

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
219,970

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２８年９月決定分②）
60,100

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,688

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,880

西区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,400

西区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度西区役所スクールソーシャルワーカーにかかる報償金の支出について（９月分）
262,640

西区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成28年度「食育なつまつり」にかかる講師料の支出について
18,580

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,092

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
89,415

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,839

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
108,647

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,862

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,126

西区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成費用の支出について
234,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
193,950

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
22,800

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
7,320

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
5,770

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
27,771

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
10,420

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
1,360

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
5,680

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・電車・バス）の支出について
5,480

西区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
214,416

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見等市長審判申出にかかる鑑定費用の支出について
100,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
90,735

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
97,200

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,257

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業講師料の支出について
14,120

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる活動費の支出について（第２四半期分）
2,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成28年10月分）
1,621,450

西区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（窓口支給分）の支出について　（28年１０月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（９月分）
88,152

西区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
52,134

西区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（9月13日実施分）
9,160

西区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２８年９月決定分③）
185,841

西区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（９月分）
812

西区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（８月２６日実施分）
74,670

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２８年度各種保健事業用白衣等洗濯料（９月分）の支出について
3,672

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
246,632

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
6,910
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西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
8,200,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
5,400,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による１１月分生活保護費の支出について
350,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
3,758

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,094

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,358

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,249

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,312

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
492

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,700

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,484

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
242

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,372

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,066

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,222

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
912

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,988

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
85,600

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
85,320

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による１０月分生活保護費（追加分）の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
282,818

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
62,721

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
3,360

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法によるその他医療扶助費の支出について
120,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
18,160

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,558

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,472

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
492

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
10,191

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
64,999

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
11,582

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２８年１０月決定分）
353,139

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
4,674

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,394

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業にかかる母子福祉貸付金（修学資金）第３四半期の支出について
405,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,026

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
400

西区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
956

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
140

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
230,107

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
492

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
2,232

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
1,968
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西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
1,308

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
246

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
31,454

西区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便の支出について（９月分）
164

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査に係る報償金（第２四半期）の支出について
10,200

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
497,480

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（９月分）
1,372

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
23,368

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（９月分）の支出について
11,961

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
7,766

西区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（９月分）の支出について
996

西区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２８年１０月決定分）
1,146,498

西区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支出について（平成２８年１０月決定分）
187,870

西区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２８年１０月決定分②）
204,500

西区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２８年１０月決定分）
41,179

西区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成費用の支出について
72,000

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用平成28年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成28年9月号）
202,694

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用平成28年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成28年9月号）
211,915

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成28年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成28年9月号）
72,900

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「にし恋マルシェ」事業用屋外看板用ステッカー作成経費の支出について
43,740

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「まちの活力創造プロジェクト認定事業」周知チラシ・ポスターの作成・印刷経費の支出について
110,106

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 えほんpicnicにかかる靱会館使用料の支出について
32,000

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「えほんpicnic」の実施にかかるカラーリボンほか12点の経費の支出について
58,622

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「えほんpicnic」事業周知チラシ・ポスター・冊子の印刷業務にかかる経費の支出について
171,288

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用平成28年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成28年10月号）
330,670

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,312

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
2,082

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,600

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業にかかる料金受取人払郵便料金の支出について（平成28年9月分）
36,569

西区役所 まち魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成28年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成28年10月号）
387,720

港区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
38,009

港区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,252

港区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成28年9月分）
404,936

港区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,480

港区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成28年9月分）
49,534

港区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成28年9月分）
26,450

港区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（9月分）
68,575

港区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（4月～9月分）
77,751

港区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（4月～9月分）
9,511

港区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成28年度自動扉開閉装置保守点検業務にかかる委託料の支出について（4月～9月分）
5,078

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 区役所用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（9月分）
9,864

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成28年9月分）
1,169,464

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（9月分）
42,840

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（9月分）
31,800

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（9月分）
46,200
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港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（9月分）
25,500

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（9月分）
97,600

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（9月分）
108,800

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（９月分）
11,831

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料の支出について（9月分）
3,240

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用庁内情報利用パソコン等機器長期借入にかかる賃借料の支出について（9月分）
3,932

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（9月分）
159,865

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（9月分）
314,635

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成28年度経済センサス活動調査　指導員報償金の支出について（合計4名分）
233,400

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成28年9月分）
143,057

港区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成28年9月分）
76,390

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所各担当事務用コピー料金の支出について（平成28年9月分）
178,767

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　庁舎3階女子トイレ修繕経費の支出について
16,200

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
344,219

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度宿直員用寝具の借入経費の支出について（9月分）
9,720

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
42,107

港区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（9月分）
22,484

港区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,706

港区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（9月分）
3,210

港区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（9月分）
61,060

港区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（9月分）
2,830

港区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（9月分）
53,940

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
6,440

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成28年9月分）
10,890

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
787

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成28年9月分）
1,332

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成28年9月分）
711

港区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（９月分）
420

港区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成28年10月号)概算印刷にかかる経費の支出について
239,898

港区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成28年9月分）
227,069

港区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（平成28年9月分）
37,600

港区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成28年9月分）
30,569

港区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成28年9月分）
16,323

港区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成28年9月分）
663,890

港区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　空調用吸収冷温水機修繕経費の支出について
756,000

港区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成28年9月分）
81,211

港区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成28年9月分）
43,365

港区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 市民対応研修用　研修講師にかかる報償金の支出について
303,120

港区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（10月分）
33,883

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
49,732

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（平成28年10月分）
3,815

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（平成28年10月分）
2,703

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（平成２８年１０月分）
7,347

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（平成28年10月分）
2,703

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２８年９月）
16,341

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２８年９月）
701

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
2,263
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港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支払について（平成２８年９月）
11,188

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ひかり電話使用料の支出について（平成28年10月分）
16,203

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務委託にかかる支出について（平成28年9月分）
359,100

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
4,100

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
2,480

港区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
5,084

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域の強みを活かした教育力向上事業にかかる海遊館へ行く際の交通費の支出について(弁天小学校)
18,792

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域の強みを活かした教育力向上事業にかかる海遊館入館料の支出について
40,500

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区防災リーダー装備品（ヘルメット・長靴）にかかる購入経費の支出について
216,756

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２８年９月分)の支出について
1,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災リーダー養成事業における地域防災リーダー装備品の購入経費の支出について
688,737

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区役所附設会館（港区民センター及び港近隣センター）管理運営業務経費の支出について（下半期分）
23,909,495

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校ボランティア事業（絵本による読書活動促進スタートアップ）にかかる講師謝礼支出について（大阪市立磯路小学校実施分）
9,700

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域の強みを活かした教育力向上事業にかかる海遊館入館料の支出について(市岡小学校)
44,550

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道４３号車いす横断支援業務委託の経費の支出について(9月分)
1,080

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託の実施経費の支出について（９月分）
44,844

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（９月分）
5,775

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２８年度　地域防災リーダーボランティア保険加入経費の支出について
5,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 屋外時計（弁天町駅前ロータリー）にかかる修繕費の支出について
85,752

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 附設会館設置AED(自動体外式除細動器)　賃借料の支出について(長期借入)９月分
12,096

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（発達障がいサポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
149,952

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
88,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（帰国・来日等の児童生徒に対する学習サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
54,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区人権啓発推進事業用物品（レインボーカフェ広報用ポケットティッシュ）の購入経費の支出について
21,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
140

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
2,860

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
5,344

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
3,444

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
140

港区役所 協働まちづくり支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
120

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度8月分）
480

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度8月分）
900

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度8月分）
960

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）１０月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）１０月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成２８年７月分）
41,457

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成２８年７月分）
2,499,849

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市港区役所平成29年度版学校案内印刷用データ作成委託経費の支出について
259,200

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
44,996

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
218,589

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分・退職分）の支出について
32,809

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
450,000

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
918,293

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
5,500

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
41,440
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港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 港区学校案内平成29年度版の印刷経費の支出について
256,370

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
73,004

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
39,234

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
22,916

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
99,332

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
366,998

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
95,776

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
61,127

港区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
40,932

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,488

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
8,078

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
10,986

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
40,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
21,988

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（１件）
26,040

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
18,400

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件　住宅改修１件）
19,440

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
7,620

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
9,852

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
21,260

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
6,690

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる長期入院患者診療報酬の支出について（１件）
44,640

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２８年１０月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２８年１０月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
28,160

港区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について（４件）
64,719

港区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（６件）
23,770

港区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２８年８月分）
3,073

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間にかかる記念品の購入経費の支出について
73,580

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
137,280

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
512,800

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,830

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
20,365

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
905

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
14,760

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（２件）
17,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
3,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
218,290

港区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（１件）
69,804

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
16,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
5,700

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
2,322

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
9,210

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる被保護者医療治療材料費等の支出について（４件）
180,124

港区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成28年9月12日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
1,140

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉・敬老優待・指定難病・就業サポーター・児童手当事務用消耗品（アルカリ乾電池外５１点）の購入にかかる支出について
30,083
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港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉・敬老優待・指定難病・就業サポーター・児童手当事務用消耗品（アルカリ乾電池外５１点）の購入にかかる支出について
7,513

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
201,787

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業用給付金の支出について
270,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
49,854

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
3,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
21,600

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
1,420

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉・敬老優待・指定難病・就業サポーター・児童手当事務用消耗品（アルカリ乾電池外５１点）の購入にかかる支出について
7,470

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉・敬老優待・指定難病・就業サポーター・児童手当事務用消耗品（アルカリ乾電池外５１点）の購入にかかる支出について
8,779

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉・敬老優待・指定難病・就業サポーター・児童手当事務用消耗品（アルカリ乾電池外５１点）の購入にかかる支出について
13,096

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
420

港区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
39,712

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
35,697

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
15,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（２件）
55,549

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
2,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
214,416

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
940,479

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
194,016

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,489

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,411

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,808

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
237,057

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,600

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880

港区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診報償金（平成28年8月分）の口座振替不能による再支出について
24,128

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
66,400

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
27,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
41,731

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分　法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（３件）
17,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
14,477

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
10,100

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
7,800

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（６件）
19,640

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（３件）
93,343

港区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
234,710

港区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
202,604

港区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
18,240

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
164,230

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,124

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,810

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,476

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
31,564

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
9,252

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
91,800
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港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
216,793

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
7,970

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（３件）
114,255

港区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成28年9月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
44,086

港区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（２件）
186,624

港区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
5,700

港区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,400

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度港区シニア・サポート事業業務委託料（第3四半期分）の支出について
3,670,750

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
4,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
135,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
1,458

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
40,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
13,896

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（３件）
236,587

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,376

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修２件）
40,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
7,120

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
900

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる技能修得費の支出について（健康診断書１件）
8,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
381,940

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（１０月分窓口支給）の支出について
30,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
107,062

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
2,367

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
1,625

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
28,595

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
60,300

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
35,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
43,018

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（３件）
269,841

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
20,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（３件）
577,577

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
10,270

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
2,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
18,360

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
5,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
10,160

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
206,856

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
105,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成28年9月分）
341,840

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,398

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,962

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
128,956

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
121,748

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
97,422
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港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
54,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（６件）
106,500

港区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,424

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
60,300

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
21,000,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
10,500,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
91,142

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
150,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
10,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（５件）
157,533

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
8,400

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
600,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１１月分）
450,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
28,521

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
69,638

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
1,340

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（２件）
55,483

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
3,600

港区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
9,840

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
10,048

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
2,916

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に関する地区準備会会場使用料の支出について
8,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
351

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
37,249

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊婦検診料の支出について（１件）
3,950

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１６件）
147,460

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
40,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
10,970

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成28年10月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
4,100

港区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
221

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
2,210

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,774

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
148,258

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
158,360

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
676,935

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,280

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
159,498

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,430

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,200

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
1,910
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港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
8,580

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
28,399

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２８年１０月分）２回目
28,570

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１件）
5,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
17,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
218,290

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２８年１０月分賄材料費の支出について
1,338,700

港区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
2,551,500

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ＤＶ相談対応にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,880

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,380

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業用　港区健康フェスタ2016周知用ポスター外１点の印刷経費の支出について
91,800

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
410

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成28年度身体障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支出について
45,600

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成28年度知的障がい者相談員手当上半期分（4月～9月分）の支出について
22,800

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 補装具専門部会にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
640

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（９月分）の支出について
520

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
8,832

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（１０月支払分）
23,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（１０月支払分）
23,000

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
1,020

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
474

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
443,432

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
902

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
772

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
24,736

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
2,050

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる９月分講師料の支出について
7,440

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる９月分講師料の支出について
6,880

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
1,320

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
8,364

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
5,754

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
23,534

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
492

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
38,074

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
18,860

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 児童扶養手当支給事務に係る市内出張交通費（９月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
25,092

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２８年１０月１１日審査決定分）
196,701

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
11,448

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉事務用９月分後納郵便料金の支出について
19,458

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（９月分）の支出について
2,520

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
67,731

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２８年９月分）
3,250

港区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護認定審査会会議用飲料の購入経費の支出について（１０月～２月開催　１９２名分）
18,230
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大正区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月請求分）
114,242

大正区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（９月請求分）
897,094

大正区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大正区役所一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（８月分）
5,925

大正区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大正区役所産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（８月分）
8,087

大正区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員の通勤災害にかかる療養補償の支出について
27,800

大正区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員の通勤災害にかかる療養補償の支出について
113,682

大正区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員の通勤災害にかかる療養補償の支出について
1,530

大正区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員の通勤災害にかかる療養補償（移送費）の支出について
11,640

大正区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（EPカートリッジ　外１点）
196,020

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,864

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,620

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
258,333

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（９月分）
30,224

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,378

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大正区役所自動扉開閉装置保守点検業務にかかる経費の支出について（４月～９月分）
149,040

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
26,029

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大正区役所女性用トイレサニタリーボックス設置賃貸借契約にかかる経費の支出について（平成28年8月～9月分）
21,600

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大正区役所庁舎内トイレの消臭芳香設備賃貸借契約にかかる経費の支出について（平成28年8月～9月分）
29,160

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
188,570

大正区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

大正区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（９月使用分）
3,038

大正区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大正区広報紙「こんにちは大正」企画編集業務委託の経費の支出について（１０月号）
307,800

大正区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月号）
298,959

大正区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（９月分）
522,180

大正区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大正区役所宿日直用寝具賃貸借にかかる経費の支出について（７月～９月分）
28,512

大正区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（９月分）
4,790

大正区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大正区役所足拭き玄関マット賃貸借契約にかかる経費の支出について（９月分）
2,160

大正区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用料金受取人払郵便料金(９月分)の支出について
291

大正区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
602,904

大正区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校選択制にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
41,904

大正区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
87,112

大正区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
982

大正区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
594

大正区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（９月分）
181,120

大正区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（平成２８年１１月分）
97,400

大正区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所２階（戸籍）防火シャッター危害防止装置バッテリー取替作業にかかる経費の支出について
32,400

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（９月分）
72,150

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
246

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
960

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(９月分)
5,487

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
2,788

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（９月分）の支出について
24,976

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(９月分)
3,116

大正区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について(９月分)
750
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大正区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成28年5月号～平成29年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（１０月号）
348,958

大正区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（９月使用分）
16,203

大正区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（９月使用分）
3,815

大正区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
328

大正区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,264

大正区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（8月分）
308,480

大正区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について(８月分・三軒家西小ほか依頼分)
144,288

大正区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（組戻再支出分）
3,861

大正区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月）
2,090

大正区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会にかかる講師謝礼の支出について（三軒家西幼稚園）
8,600

大正区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
753

大正区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用ひったくり防止カバーの購入にかかる経費の支出について
388,800

大正区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大正区コミュニティ育成事業（地域版）業務委託にかかる経費の支出について（１０月請求分）
2,808,400

大正区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 T-1ライブグランプリ２０１６予選第２回開催に係るPA（音響）及び審査員報酬の支出について
43,000

大正区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用消耗品の購入に係る経費の支出について(８月分・北恩加島小学校ほか依頼分)
82,026

大正区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（９月分）
10,206

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
1,804

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災防犯担当後納郵便料金（９月分）（地域防災対策事業外１事業）の支出について
4,018

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
205

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
420

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災防犯担当後納郵便料金（９月分）（地域防災対策事業外１事業）の支出について
164

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
2,240

大正区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（９月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
984

大正区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 はぐくみネット事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（抹茶外４点、鶴町小学校８月依頼分）
5,600

大正区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両のブレーキパット（フロントディスク）交換整備にかかる経費の支出について
9,828

大正区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
280,440

大正区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（９月分）の支出について
5,380

大正区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（９月分）の支出について
432

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託の契約にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
28,443

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託の契約にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
2,341,912

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（10月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（10月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成28年８月分）
12,350

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
164,540

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年９月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
997,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
368,851

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年９・１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（１０月支払分）
118,541

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（９月分）
12,330

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（９月分）の支出について
1,006

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（９月分）
41,766

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（９月分）
328

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
96,463

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
88,823
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大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
406,865

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
5,576

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
6,130

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成28年９月分）
30,492

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成28年９月分）
10,460

大正区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
310,660

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1021外16件
277,054

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
50,671

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,470

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
566,616

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（１０月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（１０月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－559外10件
222,900

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
14,960

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-162
2,654

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年10月分法第78条の2に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
85,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
60,640

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（校外活動費）の支出について
33,950

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
619,364

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
10,208

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
43,784

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
10,936

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,726

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
8,978

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
9,892

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-70
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,346

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,024

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
7,800

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
1,980

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
4,830

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
6,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
1,400

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,920

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
13,981

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
53,689

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
29,377

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,165

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,760

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
199,209

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
8,240

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,720

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
4,504

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,200

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
7,624
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大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
6,744

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
1,660

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
42,755

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
4,752

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
276

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,984

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,880

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
424

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
682

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
3,840

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
9,326

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,346

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
41,697

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
49,745

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（８月分）
5,454

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
2,318

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
912

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
882

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（８月分）
369

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年度全国生活保護査察指導員研修会への職員派遣に係る管外出張旅費の支出について
37,200

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
16,895

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
12,930

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-180外１件
26,260

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
99,360

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－217
18,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
18,900

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
14,036

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
38,328

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
45,460

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,960

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　児童手当給付費の支出について（平成２８年１０月支払分）
40,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分)
851

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分)
424

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分)
3,880

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分)
3,400

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-64
44,016

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-68
14,063

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-54
282,750

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-63
47,721

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
51,985

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
51,320

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
192,240

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
41,515

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
60,300

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
71,748

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
31,870

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年９月実施分健活セミナーにかかる報償金の支出について
9,260
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大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費の支出について（平成28年６月分）
2,300

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年６月分）
2,300

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,754

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
53,469

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
52,220

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
87,048

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
81,974

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
809,344

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-41
55,439

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-83
49,896

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-89
49,896

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-80
33,997

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－13
152,138

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－841外13件
230,973

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
98,185

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
17,040

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
64,220

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
11,970

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
13,176

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
630,698

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　児童手当給付費の支出について（平成２８年１０月支払分）
200,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（１０月分）
1,221,100

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用大正区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
120,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
25,580

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
22,008

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
125,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
211,680

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,620

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
30,866

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,640

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-88
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第７号）代理受領方式　券番号41-07
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
9,070

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
16,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
50,763

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
12,372

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
7,500,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費、校外活動費）の支出について
301,812

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
350,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
190,978

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
42,096

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
12,752

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
117,298

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,040

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（１１月１回目）
700,000
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大正区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金　修学資金の支出について（平成28年10月～平成28年12月分）
795,900

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支払いについて（９月分）
121,466

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
3,933,090

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（１０月２６日支払分）
259,268

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
74,412

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
200,700

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
281,614

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２６日支払分）
161,384

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２６日支払分）
113,429

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
56,993

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
123,015

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
11,670

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,810

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,600

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年９月実施分歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（１０月２８日支払分）
3,292,538

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-75
61,119

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33-19
4,829

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－45
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-168
153,670

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
1,340

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課生活支援グループに係る市内出張旅費の支出について（９月分）
162

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,980

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
7,800

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
1,400

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（９月分）
3,370

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
550

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
7,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
241,786

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
42,450

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
59,682

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
32,644

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
64,801

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
75,018

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
31,440

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
233,410

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
31,907

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
11,495

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
3,198

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,650

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,978

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
174

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,126
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大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,398

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
54,000

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
35,800

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,380

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,360

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
64,220

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
776

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成28年9月分 ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
7,738

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
120

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
4,334

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
4,244

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
328

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
16,026

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
574

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,970

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
14,649

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
738

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,986

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
1,722

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
492

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成28年9月分 各種保健事業にかかる報償金の支出について
148,210

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
12,254

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
5,596

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
32,812

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
6,774

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,808

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
23,357

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
2,092

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
882

大正区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
328

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　賞賜金 天王寺区職員表彰にかかる副賞（図書カード）の購入経費の支出について（平成28年10月実施分）
2,500

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（８月分）
17,382

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ファックストナーの購入にかかる経費の支出について
79,704

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（9月号分）
309,231

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
22,306

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
540

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
2,354

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
1,080

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
9,180

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
800

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
800
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天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
4,742

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（８月分）
33,035

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（９月分）
58

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（寺田町公園）（天王寺区コミュニティビジネス）委託契約にかかる同経費の支出について（１０月～３月分）
235,000

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（上汐公園）（天王寺区コミュニティビジネス）委託契約にかかる経費の支出について（１０月～３月分）
235,000

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（東高津公園）（天王寺区コミュニティビジネス）委託契約にかかる経費の支出について（１０月～３月分）
100,000

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区地域公園協働パートナー事業（五条公園）（天王寺区コミュニティビジネス）委託契約にかかる経費の支出について（１０月～３月分）
235,000

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用天王寺区役所地下駐車場精算機硬貨詰まり修繕業務の実施にかかる経費の支出について
21,600

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区災害対策用職員住宅の什器に係る賃貸借経費の支出について（平成28年9月分）
19,440

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度　障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所・天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（９月分）
386,280

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（９月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,864

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（10月号分）
309,231

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所・保健福祉センター分館自動扉開閉装置保守点検業務の実施にかかる経費の支出について（４月～９月分）
134,136

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
215,417

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について(10月号分)
298,080

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,757

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,056

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成28年9月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
32,400

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務契約にかかる経費の支出について（９月分）
4,816

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所宿直用寝具に関する賃借業務契約にかかる経費の支出について（８、９月分）
18,144

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺区災害対策用職員住宅にかかる賃借料の支出について（11月分）
95,000

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（産経新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（朝日新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入及び同経費の支出について（毎日新聞・日経新聞・大阪日日新聞　４～９月）
63,576

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用事務参考新聞の購入にかかる経費の支出について（読売新聞　４～９月）
24,222

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,615

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
15,904

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
23,536

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
12,007

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
199,601

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（9月分）
4,102

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　シールはがしほか６点の購入にかかる経費の支出について
27,842

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
47,628

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（10月号分）
415,800

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,178

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度天王寺区広報紙配付業務委託における所要経費の支出について（10月号分）
71,173

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,838

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,936

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（９月分）
3,815

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（９月分）
16,216

天王寺区役所 企画総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　受水槽清掃・水質検査の実施にかかる経費の支出について（９月分）
91,800

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市天王寺区地域活動協議会補助金の支出について（桃陽地域活動協議会）
950,000
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天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大阪市天王寺区「レジェンド・イン・ハイスクール事業」にかかる天王寺スポーツセンター使用料の支出について（９/17開催分）
3,360

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度天王寺区民センター管理運営業務経費の支出について（第3四半期分）
6,560,565

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（9/17開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　大阪市天王寺区「レジェンド・イン・ハイスクール事業」講師謝礼金の支出について（９/17開催分）
35,100

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成28年9月分）
1,380

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成28年9月分）
280

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成28年9月分）
250

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成28年9月分）
1,476

天王寺区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 校庭等の芝生化事業　芝生化にかかる水道料金の支出について（平成２８年９月検針分・桃陽健康広場）
9,902

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について１０月分支払資金（一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（平成28年８月分）
2,791,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（平成28年８月分）
341,930

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
186,813

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務及び資格事務用市内出張交通費（8月分）の支出について
480

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務及び資格事務用市内出張交通費（8月分）の支出について
840

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
61,997

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
17,421

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
163,110

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる返信用切手の購入経費の支出について
92

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
7,383

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
7,382

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
75,745

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
3,396

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
43,425

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
73,461

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成28年9月分）
69,739

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
370,337

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成28年9月分）
13,493

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
40,668

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
48,660

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
75,671

天王寺区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用カラーペーパー等の支出について
83,095

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／６請求分）
11,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,532

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成28年10月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成28年10月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／７・８請求分）
22,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査事務にかかる調査世帯手当（８月分）の支出について
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（8月分）
1,431

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
14,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（６月分）
6,420

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
331,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100
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天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（8月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（８・９月分）
5,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診察料・検査料の支出について（６・７月分）
6,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費（区執行分）にかかる支出について
40,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
52,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（8月分）
20,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
35,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（8月分）
2,154

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
14,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（8月分）
9,482

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（8月分）
9,094

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
3,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　国民健康保険給付費返還金の支出について（５月分）
6,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室事業講師料の支出について（９月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
14,270

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用純正トナーカートリッジ外１６点の購入経費の支出について
45,298

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２８年８月分）
35,330

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット回線使用料の支出について（７・８月分）
2,538

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１２・１３・１４請求分）
19,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
7,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
14,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費（区執行分）にかかる支出について
40,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２８年９月分）
179,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／１５請求分）
10,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
304,691

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
700

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
16,740

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
9,504

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
17,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
2,016

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（矯正眼鏡一式）の支出について（７月分）
20,520

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（８月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡レンズ）の支出について（９月分）
12,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　長期入院患者診療報酬の支出について（８月分）
44,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（9月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（９月分）
45,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（右短下肢装具・ストーマ装具）の支出について（３・９月分）
58,542
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天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（9月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　長期入院患者診療報酬の支出について（７・８月分）
82,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,240

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
7,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（８月分）
223,984

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用物品にかかる水のり他１４点の購入経費の支出について
13,953

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用物品にかかる水のり他１４点の購入経費の支出について
3,310

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２８年９月分）
203

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２８年９月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２８年９月分）
235

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／２０・２１請求分）
15,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
22,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２８年９月分）
531

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 みんなの健康展啓発物品の購入にかかる経費の支出について
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
27,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 各種保健事業用公用車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
45,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
631,279

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
44,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２８年９月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
239,231

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（８月分）
56,344

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,429,981

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「独居高齢者等見守りサポーター事業」業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
4,108,731

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
594,687

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
120,834

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
52,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
27,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／２９請求分）
2,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（９／２６・２７請求分）
10,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８・９月分）
4,213

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（９月分）
59,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
12,522

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
17,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
1,293

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　不動産鑑定評価業務委託料の支出について（８月分）
430,207

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（９月分）
49,896

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（９月分）
21,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　断酒会参加のための交通費の支出について（８月分）
600

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
6,025

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100
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天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（９月分）
15,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（８月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
440

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 地域包括ケア啓発リーフレット修正シール作成にかかる経費の支出について
20,088

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て愛あいフェスティバル広報用ポスター・チラシの作製、印刷にかかる経費の支出について
36,266

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
780

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,043

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査事務にかかる調査世帯手当（９月分）の支出について
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
75,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成28年度母子福祉貸付金（修学資金　第3四半期）の支出について
159,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１０／４請求分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・９月分）
30,614

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・９月分）
182,024

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
11,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
5,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（９月分）
145,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
7,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
21,234

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
25,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
67,374

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
4,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（９月分）
40,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代の支出について（８月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費・校外活動費の支出について（９月分）
36,839

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
51,620

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費・教材代の支出について（９月分）
16,793

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（９月分）
16,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（便所の手すり取付）の支出について（１０月分）
1,260

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１０月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（９月分）
6,372

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡・レンズ一式）の支出について（９月分）
32,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・意見書料の支出について（９月分）
4,230

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
740

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（９月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費１１月分の支出について
300,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（９月分）
220,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（９月分）
220,922

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
22,251
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天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
2,294

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
13,611

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２８年９月分）
6,596

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２８年９月分）
6,937

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
4,632

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
1,836

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
444

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
1,380

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
912

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
649,214

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
10,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
149,330

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
102,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,092

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（９月分）
4,007

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
584

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
1,804

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
2,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
15,110

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
738

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
615

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
492

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
27,290

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(９月請求分)
209,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,601

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
7,566

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
14,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
44,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,707

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
5,130

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
360

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
2,882

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
25,952

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
76,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
82,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
260

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
8,567

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２２点の購入経費の支出について
1,287

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　断酒会参加のための交通費の支出について（９月分）
7,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１０月分）
4,682
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天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所：電車）の支出について（９月分）
280

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（９月分）
4,309

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支給について（９月分）
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（９月分）
8,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（９月分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（９月分）
2,220

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
3,180

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（８月分）
3,540

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（９月分）
12,938

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師料の支出について（９月分）
10,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成28年10月）の支出について
1,318,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（８・９月分）の支出について
2,140

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２８．９月分）
2,022

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
9,953

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
450

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット使用料の支出について（９月分）
3,898

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
406

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費の支出について（８・９月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
13,588

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
46,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２８年９月分）
786

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
49,653

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
24,690

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について
5,458

天王寺区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者権利擁護業務用成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定に基づく成年後見活動報酬に対する助成金の支出について
240,000

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 家具転倒防止器具取付啓発事業「わが家の地震対策」～家具転倒・落下防止対策編～パンフレット制作・印刷にかかる支払いについて
90,720

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 「平成28年9月7日　大雨洪水警報（浸水害）」に伴う災害時動員、勤務時間外帰宅用タクシー代の支払いについて
14,050

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 ＪＲ寺田町駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業（天王寺区・生野区・阿倍野区コミュニティビジネス）業務委託契約にかかる経費の支出について（１０～３月分）
1,000,000

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自転車利用適正化事業用放置自転車対策用啓発エフの印刷にかかる経費の支出について
31,320

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 家具転倒防止器具取付啓発事業「緊急告知　家具転倒防止器具を取付けましょう！」ポスター印刷にかかる支払いについて
7,992

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる経費の支出について（９月分）
120,529

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 公園の安全確保に向けた見守り強化事業用オリジナル名刺の印刷にかかる経費の支出について
2,700

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
3,592

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
4,060

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ28年９月分）
3,994

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月19日　大雨洪水警報発令にかかる勤務時間外の参集用タクシー代の支払いについて
1,580

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業　地域防災リーダー用装備品　ヘルメットほか２点（天王寺区役所）買入にかかる支払いについて
328,968

天王寺区役所 危機管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災訓練事業　地域防災リーダー用装備品　上衣ほか６点（天王寺区役所）買入にかかる支払いについて
546,393

浪速区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（日東小学校９月分）
10,630
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浪速区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録作成業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月７日開催分）
17,280

浪速区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算）経費の支出について（平成28年7月分）
11,653

浪速区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算）経費の支出について（平成28年8月分）
11,026

浪速区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
10,324

浪速区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金（平成28年9月分）への繰入金の支出について
20,000

浪速区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金（平成28年9月分）への繰入金の支出について
4,039

浪速区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録作成業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月１２日開催分）
17,280

浪速区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議運営事業用　会議議事録作成業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月１３日開催分）
12,960

浪速区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（10月号）企画編集業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
270,000

浪速区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
9,864

浪速区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成28年9月分）
167,859

浪速区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報端末（視覚障がい者用）の借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
30,348

浪速区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成28年9月分）
27,528

浪速区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
269,695

浪速区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（読売）の購読経費の支出について（平成28年7月～9月分）
12,111

浪速区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成28年9月分）
429,480

浪速区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度区庁舎管理用自動扉保守点検業務委託経費の支出について（平成28年4月～9月分）
194,400

浪速区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成28年9月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借経費の支出について（平成28年9月分）
9,288

浪速区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　広報紙（平成28年10月号）概算印刷業務の実施経費の支出について
318,772

浪速区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎警備機器保守点検実施経費の支出について（平成28年9月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校９月分）
10,240

浪速区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算）経費の支出について（平成28年9月分）
3,920

浪速区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波中学校９月分）
74,296

浪速区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（平成28年9月分）の支出について
7,450

浪速区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（28年9月分）の支出について
4,103

浪速区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（平成28年9月分）の支出について
2,764

浪速区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時）用後納郵便料（平成28年9月分）の支出について
660

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区一般事務用新聞（毎日・日経）の購読経費の支出について（平成28年7月～9月分）
25,638

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（レタースケール 他12点）の購入経費の支出について
52,747

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（レタースケール 他12点）の購入経費の支出について
7,020

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（10月号）新聞折込広告業務（概算契約）に係る経費の支出について
152,120

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（10月号）配付業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
154,863

浪速区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託経費の支出について（平成28年9月分）
206,721

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成28年9月分）の支出について
8,920

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成28年9月分）の支出について
11,783

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成28年9月分）の支出について
9,793

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成28年9月分）の支出について
132,116

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成28年9月分）の支出について
11,714

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成28年9月分）の支出について
16,203

浪速区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成28年10月分）の支出について
3,815

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出一般分）１０月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出マル退分）１０月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（９月分）
121,180

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
145,608

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用書籍購入経費の支出について
15,660

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（１０月分）
92,871
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浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成２８年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
81,383

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）における市内出張等旅費の支出について（平成28年9月分）
564

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
2,319

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
5,202

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
84,754

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
158,030

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
5,701

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
98,563

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
58,968

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
93,234

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
631,288

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
26,608

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（９月分）の支出について
16,878

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
25,656

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
1,960

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
39,329

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（９月分）の支出について
14,691

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成28年10月支払分）
108,752

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成28年10月支払分）
200,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成28年10月支払分）
808,000

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「人権啓発コーナー」レザークラフト体験教室実施経費の支出について
35,800

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 浪速区防災訓練の実施事業用物品の購入経費の支出について
293,166

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用　ストラップワークショップキットの経費支出について
15,552

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 なにわの魅力創出事業（ＰＲ活動）にかかる東京都への管外出張及び同経費の支出について
87,020

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用物品費の支出について
49,248

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
20,000

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
12,473

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
3,600

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
7,200

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
5,400

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 YOKOSO NANIWA（ようこそ浪速）魅力発信事業用　「なにわ食いだおれマーケットin木津市場」告知チラシ等印刷業務の経費の支出について
165,888

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
2,532

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
984

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
492

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（９月分）
430

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立浪速区民センター施設管理業務にかかる経費の支出について（第３四半期）
6,495,000

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区コミュニティ育成事業業務にかかる経費の支出について（第３四半期）
2,036,905

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（3基分）にかかる電気料金の支出について（平成28年9月分）
1,266

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２８年９月分）
3,016

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２８年９月分）
1,758

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用　ソフトボールほか14点買入れ経費の支出について
143,424

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習ルーム事業用　ラグの買入れ経費の支出について
7,862

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
15,399

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
2,615

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
8,020

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（９月分）
246
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浪速区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（平成28年９月分）
25,000

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市浪速区における新たな地域コミュニティ支援事業にかかる経費の支出について（第３四半期）
3,504,600

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 もと馬淵生活館跡地活用検討会議にかかる委員報償金の支出について
178,783

浪速区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール活動車両のタイヤ交換経費の支出について
32,400

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
684

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
2,734

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
480

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
710

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
240

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）９月分の支出について
8,400

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・長期入院患者診療報酬）８月分の支出について
39,240

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（９月分）１０月払い
8,600

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・１０月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・１０月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（７月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３３０００５　１０月支払分
32,409

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１１６　１０月支払分
22,032

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５１７　外１件　１０月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１７４　外４件　１０月支払分
106,082

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）９月分の支出について
1,998

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年８，９月分の支出について
284,200

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２８年７～９月分の支出について
1,281,434

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１３００１１　１０月支払分
22,100

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１６１　外１２件　１０月支払分
229,562

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２４１　外４件　１０月支払分
129,034

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年６～８月分）の支出について
135,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年８月分）の支出について
8,720

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代）平成２８年８月分の支出について
17,390

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）９月分の支出について
3,024

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）３，６月分の支出について
38,070

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）８，９月分の支出について
36,430

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）（平成２８年８月分）の支出について
26,550

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）（平成２８年８月分）の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００６７　１０月支払分
369,948

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年７～９月分）の支出について
887,650

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）９月分の支出について
2,646

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）７～９月分の支出について
60,340

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・訪問看護）７～９月分の支出について
25,740

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
5,320

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・長期入院患者診療報酬）８、９月分の支出について
76,400

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
3,630

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２８年９月１５日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
1,580

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
1,530

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
4,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
10,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年８～９月分）の支出について
334,270
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浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年８月分）の支出について
14,570

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）（平成２８年９月分）の支出について
38,880

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（衛生材料費・文書料）（平成２８年９月分）の支出について
6,160

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００６９　１０月支払分
41,407

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２００６６　１０月支払分
61,988

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０７９９　１０月支払分
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）９月分の支出について
5,012

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年５、７、９月分の支出について
361,287

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）９月分の支出について
19,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６１３　１０月支払分
16,331

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（費用支給）１５１０１２０３０１　８件　１０月支払分
144,290

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成２８年８，９月分の支出について
233,542

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）１０月分の支出について
8,424

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８、９月分の支出について
48,530

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）９、１０月分の支出について
29,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２８年９月分の支出について
432,260

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）（平成２８年９月分）の支出について
124,200

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２８年９月分）の支出について
162,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年７～９月分）の支出について
231,332

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年８月分）の支出について
5,478

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年８～９月分）の支出について
351,059

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
125,010

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（修学資金平成29年1～3月分）
159,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 平成２８年度政策形成能力研修参加について
6,700

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,452

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,456

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　浪速区窓口受領者の臨時福祉金の支出について（１０月分）
180,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について
5,766

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について
11,085

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２８年９月分）の支出について
114,480

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）８月分の支出について
5,350

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年８～９月分）の支出について
224,313

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年８月分）の支出について
6,426

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成２８年９月分の支出について
593,147

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）１０月分の支出について
25,380

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費・文書料）８～１０月分の支出について
46,450

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２８年９、１０月分の支出について
450,568

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,736

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,912

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支給について（平成２７年６月～平成２８年５月分）
180,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,296

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子及び父子並びに寡婦福祉法貸付金の口座振替による支出について（修学資金）第３四半期分（平成28年10月～12月分として）
1,056,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
223,560

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
196,499

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（１０月分）の支出について
2,631,900

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成28年度　多職種連携研修会にかかる報償金の支出について
10,200



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２８年１０月支払決定分）
541,022

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２８年１０月支払決定分）
171,049

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年６～１０月分）の支出について
418,700

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）（平成２８年１０月分）の支出について
118,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
23,720,326

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年９月分）の支出について
5,750

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
12,257,252

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
274,080

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
250,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　１１月分
410,600

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
37,044

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２８年１０月支払決定分）
57,715

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２８年１０月支払決定分）
625

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
656

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００７３　１０月支払分
41,784

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００６５　１０月支払分
92,852

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２００７７　１０月支払分
47,809

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
480

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,280

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,700

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年８～１０月分）の支出について
713,156

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
1,232

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
742

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
574

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
1,968

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
184

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
20,800

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
420

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
2,513

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
13,812

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（９月分）の支出について
574

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
920

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
4,346

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
8,715

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
13,536

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,235

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
5,400

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,500

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
2,394

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
900

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
132,723

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
1,414

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（９月分）の支出について
465,897

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
2,064

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
632
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浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,330

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
984

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
46,804

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
15,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
18,552

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
410

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,916

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
1,591

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,567

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分受取人払）の支出について
9,158

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
26,661

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
11,004

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（９月分一般後納）の支出について
3,768

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度浪速区災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業業務委託経費の支出について（第３四半期分）
1,204,500

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度浪速区役所「地域子育てサポートネットワーク事業」にかかる委託料の支出について(第２四半期分）
963,750

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度浪速区仲間づくり・助け合い事業業務委託経費の支出について（第３四半期分）
1,741,000

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２００７９　１０月支払分
14,903

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２００７８　１０月支払分
64,930

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００８４　１０月支払分
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６９７　１０月支払分
17,595

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２９５　外１件　１０月支払分
33,972

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１０８　１０月支払分
13,300

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１５６　外１４件
243,345

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４１５　１０月支払分
16,412

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２８年８、９月分の支出について
184,778

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）１０月分の支出について
4,253

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）９、１０月分の支出について
21,100

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）８～１０月分の支出について
51,890

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年３～１０月分の支出について
185,828

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料・訪問看護）７～１０月分の支出について
58,210

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２８年９、１０月分の支出について
2,003,130

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査に係る調査世帯手当の支払いについて（平成２８年９月分）
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２８年１０月分）の支出について
48,600

浪速区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年９月分）の支出について
5,250

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎空調設備の修繕工事にかかる経費の支出について
784,134

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年8月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,259

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 報償費　報償金 平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における手話通訳者にかかる謝礼の支出について
23,600

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
2,703

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所事務執行用輪転機修理にかかる経費の支出について
15,660

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人事総務課事務執行用小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
7,261

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人事総務課事務執行用小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
362

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）
9,864

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成28年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
116,516

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成28年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,838,851

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）
330,393

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170
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西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成28年9月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
424,284

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年9月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)長期借入にかかる経費の支出について
32,572

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年9月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
10,800

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について（事務費・選挙時啓発費）
1,394

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用後納郵便料金（平成２８年９月分）の支出について（事務費・選挙時啓発費）
5,904

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
3,138

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年４～９月分　便器除菌剤外賃借業務にかかる経費の支出について
54,000

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　庁内リモコンシステム用モバイル端末機のレンタルにかかる経費の支出について
3,999

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
8,512

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
1,924

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,090

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
47,621

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成28年10月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
196,319

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年8月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
7,787

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年8月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
869

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成28年10月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
34,644

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年１１月分　西淀川区役所災害対策用住宅入居にかかる不動産賃借料の支出について
99,000

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,916

西淀川区役所 人事総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　一般事務用電話使用料の支出について
17,335

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用　メダル買入にかかる経費の支出について
5,972

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　花苗（テルスター外７点）買入にかかる経費の支出について
73,872

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
6,780

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
1,040

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成28年9月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
6,177

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成28年9月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
864

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 環境美化活動事業用　テント外４点借入にかかる経費の支出について
107,136

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集（平成28年９月７日大雨警報）にかかるタクシー代の立替払いの支出について
10,440

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集（平成２８年９月１９日大雨洪水警報）にかかるタクシー代立替払の支出について
1,940

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費（９月）の支出について
3,139

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費（９月）の支出について
3,451

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯環境向上事業における防犯カメラ（街頭用）（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費（９月分）の支出について
295,596

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
7,270

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
1,240

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
610

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
14,310

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
305

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,442

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
610

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境美化活動事業用　メダル買入（まち美化ポスターコンクール）にかかる経費の支出について
15,897

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川3区防犯プロジェクト用防犯カメラ電気代（９月分）にかかる経費の支出について
8,310

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成28年9月分）
1,640

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成28年9月分）
1,558

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成28年9月分）
164

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成28年9月分）
82

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年１０月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
96,262

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
177,115

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
121,180

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
192,043

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
50,662

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
336,034

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成28年8月分）
3,059,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
47,978

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
2,240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
2,920

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
7,619

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
470

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
12,668

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
30,606

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事業用等市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,300

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
97,957

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
388,034

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
36,438

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
23,332

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
143,732

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
11,224

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
28,124

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
62,506

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外13点）にかかる経費の支出について
21,201

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
67,221

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外13点）にかかる経費の支出について
820

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外13点）にかかる経費の支出について
7,500

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（ボールペン外13点）にかかる経費の支出について
20,159

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
447,219

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
2,650

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
177,362

西淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,815

西淀川区役所 企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用キャラクターメモ帳製作にかかる経費の支出について
91,800

西淀川区役所 企画課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分・企画課）
368

西淀川区役所 企画課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度西淀川区区政会議議事録作成にかかる経費の支出について（平成28年9月9日開催）
48,789

西淀川区役所 企画課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分企画課用　市内出張交通費の支出について
840

西淀川区役所 企画課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２８年９月分企画課用　市内出張交通費の支出について
680

西淀川区役所 企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,452

西淀川区役所 企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
3,362

西淀川区役所 企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
20,784

西淀川区役所 企画課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報紙きらり☆にしよど」配付業務経費の支出について（平成28年9月号）
659,614

西淀川区役所 企画課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務委託経費の支出について（平成28年10月号）
174,960

西淀川区役所 企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区区政会議公募委員選考会議の選考委員に対する報償金支出の変更について（平成28年9月実施分）
11,400

西淀川区役所 企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成28年10月号）
391,046

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
4,690

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
164

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,312
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西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　地域支援課コピー代金の支出について
290

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　地域支援課コピー代金の支出について
967

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２８．９月分）の支出について
1,011

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 商店街にぎわい再生事業用イベント告知チラシ・ポスターの作製にかかる経費の支出について
65,340

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度区内工業支援事業における技術相談窓口相談員への報償金の支出について（９月分）
33,000

西淀川区役所 地域支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２８．８月分）の支出について
1,011

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度PTA・社会教育関係団体対象学習会助成事業「家庭教育の素はどこにある？」（佃幼稚園ふたば会（PTA））に係る講師報償金の支出について
9,360

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　ふれあい広場in西淀川（図書に親しみ多世代が交流する環境づくり）にかかる講師謝礼金の支出について
14,560

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年７・８月分）
7,320

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年７・８月分）
240

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
246

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
840

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
4,223

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成28年9月分）
475

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成28年9月分）
1,425

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成28年9月分）
6,976

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成28年9月分）
4,277

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成28年9月分）
380

西淀川区役所 教育支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター事業（平成２８年８月追加分及び平成２８年９月分）における報償金の支出について
382,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（第３四半期分）
1,695,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）１０月分の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）１０月分の支出について
120,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,071

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,108

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
89,710

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,490

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
33,480

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付金の支出について
30,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年９月分　母子保健事業（妊婦教室）従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
51,624

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
3,456

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
3,456

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
13,824

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉事務用トナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
13,824

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域リーダー養成事業（健康講座保健栄養コース）にかかる講師の報償金の支出について　（９月１４日・９月２８日）
29,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
242,863

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,640

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
274,083

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
309,715

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,180

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,150
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西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費１０月分の支出について
2,078,600

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
1,798

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
302

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年度９月分　母子保健事業乳幼児健康診査等報償金の支出について
211,720

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
214,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
70,850

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
382,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,130

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座にかかる講師の報償金の支出について（9月分）
19,040

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成２８年９月分小口支払基金の繰入について
648

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成２８年９月分小口支払基金の繰入について
5,679

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成２８年９月分小口支払基金の繰入について
3,526

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉センター事務用平成２８年９月分小口支払基金の繰入について
4,902

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,954

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成２８年９月分小口支払基金の繰入について
599

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域リーダー養成事業（健康講座保健栄養コース）にかかる講師の報償金の支出について　１０月５日
13,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（窓口１０月分）の支出について
30,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,840

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,340

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
70,530

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,115

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修給付費の支出について
177,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金就学資金の支出について（第３四半期分）
324,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
2,420

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１０月重度障がい者医療助成にかかる償還払いの支出について
1,052,001

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１０月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払いの支出について
408,591

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１０月こども医療助成にかかる償還払いの支出について
791,106

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１０月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払いの支出について
341,957

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,670

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
720

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
820

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
8,405

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
328

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
666

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
1,312

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
15,611
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西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
16,703

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
3,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
15,934

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
1,312

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年9月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
13,505

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,489

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
191,574

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
437,020

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
179,386

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,610

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,393

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,360

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,050

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,550

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,820

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
155,712

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用介護予防啓発リーフレットの印刷経費の支出について
8,845

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
2,810

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
820

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成28年9月分）
42,330

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座事業用リーフレットの印刷経費の支出について
16,200

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
18,854

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
620

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
360

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
22,916

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
1,380

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
26,978

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
240

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
88,835

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年9月分）
1,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
72,036

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２８年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,976

西淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　平成28年9月請求分の支出について
4,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
117,751

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診察料（医療扶助金）の支出について
54,690

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
150,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
49,661

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
318,600

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
12,311

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
75,040

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
132,729

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
51,792

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
9,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
31,780

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
920
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西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
691,404

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（８月分）
6,800

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
22,260

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（生活扶助金）の支出について
380

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
130,701

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
15,432

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
1,800

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶費用（医療扶助金）の支出について
309,050

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
145,573

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
17,040

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 福祉事業用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,150

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
11,502

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
37,800

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
128,274

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
57,240

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
32,630

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
239,960

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭費用の支出について（平成２８年８月２２日連絡分）
144,709

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
84,835

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
629,848

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）および出産扶助費（出産扶助金）の支出について
4,230

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
16,910

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）および出産扶助費（出産扶助金）の支出について
20,980

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成28年11月分の支出について
20,500,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成28年11月分の支出について
11,200,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成28年11月分の支出について
400,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
125,710

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成28年11月分の支出について
400,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成28年11月分の支出について
750,000

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
10,309

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,800

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
29,060

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
3,463

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
15,800

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
16,140

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
25,876

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
135,200

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による人工妊娠中絶費用（医療扶助金）の支出について
302,400

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
230,472

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
759,952

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
459,650

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
7,500

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
3,280

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
4,580

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
480

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
13,692

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（４～９月分）
1,860
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西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
16,955

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分)
410

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分)
396,284

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
191,264

西淀川区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
27,300

淀川区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
1,389,545

淀川区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
360,306

淀川区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（８月分）
2,042,431

淀川区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（９月分）
368,026

淀川区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用腕章の買入にかかる経費の支出について
15,444

淀川区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（８月分）
11,256

淀川区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月第２回目）
432

淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度市民サービス向上に向けた職員研修（事前覆面調査・管理職研修①・職員接遇研修）の講師謝礼の支出について
306,900

淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所　総合福祉システムプリンター用ブレーカー、増設工事の実施及び同経費の支出について
39,690

淀川区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 太陽光発電設備用電気料金の支出について（９月分）
695

淀川区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用トナーカートリッジ買入の実施並びに同経費の支出について
35,640

淀川区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施にかかる経費の支出について（９月分）
138,399

淀川区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度契約分　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の支出について（９月分）
9,864

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞（毎日新聞）経費支出について（４月～９月分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用新聞（読売新聞）経費の支出について（４月～９月分）
24,222

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市淀川区役所宿日直員用寝具等の借入経費の支出について（９月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（９月分）
244,030

淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度契約分　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の支出について（９月分）
391,674

淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（９月分）
50,034

淀川区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
593

淀川区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所外2施設機械警備業務委託の実施にかかる経費の支出について（９月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（９月分）
222,706

淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月分）
19,046

淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（９月分）
7,555

淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（９月分）
1,524,013

淀川区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
328

淀川区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 使用料及賃借料　使用料 参議院選挙にかかる開票所時間外使用料の支出について
40,250

淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（９月分）
1,113,989

淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度９月分淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について
16,203

淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（９月分）
3,815

淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（９月分）
1,999,883

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
2,538

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ブルーサルビアの苗外６点（種から育てる地域の花づくり支援事業用）買入経費の支出について
31,860

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用カラー用紙ほか２点の購入並びに同経費の支出について
11,912

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 パンジー白の種外５点(種から育てる地域の花づくり支援事業用)買入経費の支出について
23,058

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 米ぬか外４点(種から育てる地域の花づくり支援事業用)買入経費の支出について
70,686

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（８月分）の支出について
22,472

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
2,538

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（１７回目）
110,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（新東三国小学校ＰＴＡ）
10,400

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月19日早朝の大雨・洪水警報発令に伴う参集時のタクシー代の支出について
2,190
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淀川区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 成人の日記念のつどいにかかるボランティア・市民活動事業保険の支出について
30,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,880

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
1,128

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,780

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成28年度児童・生徒の体力づくり支援事業　スポーツ出前講座の講師にかかる保険料の支出について
108

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成28年度児童・生徒の体力づくり支援事業　スポーツ出前講座の講師にかかる保険料の支出について
96,200

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について（８月分）
27,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（木川小学校区）の支出について（第３回）
31,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第４回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（三国小学校区）の支出について（第１回）
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事業用クリップ付鉛筆他９点の買入にかかる経費の支出について
70,632

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務の実施並びに同経費の支出について（9月分）
93,812

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度児童・生徒の体力づくり支援事業　区内小中学生向けスポーツ講座「ヨドスポ２０１６」にかかる会場使用料の支出について（平成２８年１１月２７日実施分）
9,360

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用ＯＡ賞状用紙ほか３点の購入並びに同経費の支出について
18,208

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について(９月分)
2,441,158

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（９月分）
5,076

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について　（９月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制希望調査票返信にかかる郵便料金の支出について（９月分）
113,878

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用カラーコーンの買入並びに同経費の支出について
45,360

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２８年１０月支払分）
160,950

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成28年９月分の料金後納郵便料金の支出について
40,260

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成28年９月分の料金後納郵便料金の支出について
1,000

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成28年９月分の料金後納郵便料金の支出について
390,868

淀川区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成28年９月分の料金後納郵便料金の支出について
82

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　平成２８年１０月分支払資金（一般）の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金平成２８年１０月分（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
740,498

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区役所窓口サービス課（住民登録・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務委託経費の支出について（第１回）
27,432

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２８年８月分）
539,896

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２８年８月分）
1,079,791

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２８年９月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
1,418,992

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年９月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
850,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成28年９月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
1,695,790

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２８年９月支給決定国民健康保険療養費（退職）の支給について
28,903

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
195,295

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（退職）の支出について
2,707

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２８年８月分）
539,895

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（８月分）
10,307

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（８月分）
13,825

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成２８年８月分）
7,106

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,801

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,199

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出（保険）について（平成２８年８月分）
12,289

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
377,736

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民登録・戸籍)および人口動態調査事務用（ボールペン他８点）の購入にかかる経費の支出について
31,080

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用品（トナーカートリッジ）の購入にかかる経費の支出について
217,728

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民登録・戸籍)および人口動態調査事務用（ボールペン他８点）の購入にかかる経費の支出について
7,603
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淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
109,692

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢医療保険業務用プリンタートナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
18,662

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
62,067

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料（管理）の支出について
981,807

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
83,711

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２８年９月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
39,079

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年10月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
450,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成28年10月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
1,392,680

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２８年９月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２８年９月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
4,420

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２８年度９月分）
128,257

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,160

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
71,335

淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２８年度９月分）
3,818,131

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
40,188

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国中学校　平成２８年８月分）
19,800

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
185,130

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,824

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）１０月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）１０月分
90,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 淀川区地域福祉推進ビジョン啓発用うちわの作成にかかる経費の支出について
64,800

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（８月３回目）
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（８月３回目）
2,700

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
32,226

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
23,652

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
54,250

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
22,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,340

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,791

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,148

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
73,764

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,953

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,500

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
85,320

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
186,190

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
52,552

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
39,280

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（８月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,920

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
240

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室にかかる講師料の支出について（平成28年9月分）
9,780

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
201,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
43,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
51,410

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
29,897

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,663

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
48,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,322

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,545

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,960

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,424

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
26,534

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 健康教育にかかる適正飲酒啓発用パンフレットの印刷及び同経費の支出について
32,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康教育にかかる介護予防パンフレットの作成および同経費の支出について
37,260

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（８月分）
13,547

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
33,050

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,737

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
159,840

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
26,250

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,288

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
66,743

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
255

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
71,490

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
141

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
76,923

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,110

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,082,564

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
84,316

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度９月分こども医療助成の支給について
1,115,883

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（８月分）
4,197

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
78,930

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
39,960

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ９月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度児童手当給付費１０月分の支給について
80,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度児童手当給付費１０月分の支給について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（８月分）
480,830

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
132,383

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
62,070

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
30,772

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
105,344

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（８月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新北野中学校他１件　平成２８年４月～８月分）
511,564

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（８月分）
23,612

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務にかかる経費の支出について（第３４号）
35,704

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（４～６月追給分）
734

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（８月分）
184,470

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
481,564

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
394,199

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（８月分）
13,168

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（８月分）
20,173

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
21,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師にかかる報償金の支出について（９月分）
14,500

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
251,460

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
86,608

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（野中小学校他２件　平成２８年９月分）
131,116

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,490

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
130,100

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
221,976

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
425,021

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
33,850

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
136,349

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
86,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
100,500

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
99,769

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,160

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室９月分講師料の支出について
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について（精神保健福祉）
8,640

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用インクジェットプリンター用インクカートリッジの買入にかかる経費の支出について
13,586

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
151,084

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
65,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
102,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,920

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
452,894

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,700

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,904

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
181,116

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,450

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
4,440

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
127,989

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新東三国小学校他２件　平成２８年８月～９月分）
465,557

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,240

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
59,763

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
30,246

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,014

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用プリンタ用インクカートリッジ２点の買入にかかる経費の支出について
8,272

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,753

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,720

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
330,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,880

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
54,050

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
216,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（田川小学校　平成２８年９月分）
45,540

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,710

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
172,863

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
205,956

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（９月分）
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用クリアホルダーほか２点の買入にかかる経費の支出について
51,948

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
104

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（９月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
587

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,976

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用カラーコピー用紙ほか４点の買入経費の支出について
17,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用カラーコピー用紙ほか４点の買入経費の支出について
14,482

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉業務用カラーコピー用紙ほか４点の買入経費の支出について
4,433

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用スパイラル（コイル・スプリング）キーチェーンの買入にかかる経費の支出について
9,450

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
97,200

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
79,120

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
46,440

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
16,720

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,940

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２８年１１月分の生活保護費の支出について
30,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２８年１１月分の生活保護費の支出について
15,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２８年１１月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
8,256

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
147,915

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２８年１１月分の生活保護費の支出について
300,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２８年１１月分の生活保護費の支出について
600,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（１０月分）にかかる支出について
2,106,700

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
2,790

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
392,966

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,700

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,230
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
660

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
88,646

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
132,620

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
1,080

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（６月分）
420

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,394

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度１０月分重度障がい者医療費助成の支給について
1,473,993

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
27,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
27,600

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
49,090

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
80,950

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
127,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
145,080

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
18,360

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,376

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度１０月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
432,997

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（９月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
43,293

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
567,418

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
92,399

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
18,810

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
34,020

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
144,749

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
63,500

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国中学校他６件　平成２８年８月～９月分）
751,316

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
52,500

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
720

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,820

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,920

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
31,550

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
181,044

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
395,112

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度１０月分こども医療助成の支給について
998,091

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度１０月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
34,179

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金・技能習得資金第３四半期分）の支出について
3,895,920

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
153,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
904

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,014

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
2,795

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
14,476
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
4,705

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
3,025

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
4,070

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
126,735

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,048

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
34,049

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,073

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
16,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
66,854

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
309,994

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
6,800

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,130

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
4,835

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
9,491

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
4,891

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（木川南小学校　平成２８年７月分）
35,378

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（宮原中学校他２件　平成２８年９月分）
239,551

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（十三中学校他２件　平成２８年９月分）
290,722

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（１０月分）
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
137,412

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
25,413

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,728

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
40,792

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
116,314

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（９月分）
1,753

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
324

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
25,458

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 子ども未来輝き事業（中学生のための学習支援事業）業務委託にかかる経費の支出について（前期分）
1,575,936

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
69,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
198,780

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
322

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
451

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
376

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
34,353

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,080

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
656

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
9,196

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
5,893

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業にかかる費用弁償の支出について（第２四半期分）
8,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
328

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
89,337

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
1,394
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淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
6,282

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（９月分）
516,880

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
32,208

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第３四半期分）の支出について
159,000

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
13,466

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
410

淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（９月分）
2,624

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所広報誌配布業務委託(平成28年4月号～平成29年3月号)にかかる経費の支出について(平成28年9月号分)
817,212

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区区政会議部会データ反訳業務委託料の支出について（第１回教育・子育て部会、第１回安全・安心なまち部会、第１回コミュニティ力向上部会分）
44,064

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度淀川区役所広報誌印刷業務委託(平成28年5月号～平成29年4月号)にかかる経費の支出について(平成28年10月号分)
854,550

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所点訳業務委託(平成28年5月号～平成29年度4月号)にかかる経費の支出について(平成28年10月号分)
30,240

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託(平成28年5月号～平成29年4月号)にかかる経費の支出について(平成28年10月号分)
311,040

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用カラープリンタートナーカートリッジ外４点　買入にかかる経費の支出について
87,075

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用ラミネートフィルム外４点　買入にかかる経費の支出について
38,818

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用保存袋の買入並びに同経費の支出について
8,618

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報誌「YODO-REPO(よどがわレポート)」031～033号の冊子印刷にかかる経費の支出について(033号分)
79,920

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(9月分)
3,995

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報・もと淀川区役所跡地活用検討事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
280

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報・もと淀川区役所跡地活用検討事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
21,378

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報・もと淀川区役所跡地活用検討事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,804

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報・もと淀川区役所跡地活用検討事業用後納郵便料金（９月分）の支出について
246

淀川区役所 政策企画課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(9月分)
108

東淀川区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年８月分市内出張交通費（総務課（総合企画））
2,300

東淀川区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区役所受水槽清掃及び水質検査業務委託に係る経費の支出について
89,640

東淀川区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用消耗品の購入に係る経費の支出について（掲示用ホワイトボード）
48,384

東淀川区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（平成28年６月号～平成29年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について　10月号分
63,957

東淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成28年10月分）
1,015

東淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成28年９月分②）
2,204

東淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成28年９月分②）
1,745

東淀川区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成28年10月分）
19,980

東淀川区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成28年９月分）
10,238

東淀川区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成28年９月分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成28年９月分）
488,981

東淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
489,240

東淀川区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年６月分市内出張交通費の支出について（総務）
4,870

東淀川区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支払について（９月分）
313,290

東淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用消耗品の購入に係る経費の支出について（市旗・国旗）
29,937

東淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区広報紙（平成28年５月号～平成29年４月号）概算印刷にかかる経費の支払について　10月号分
534,988

東淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成28年５月号～平成29年４月号）にかかる経費の支出について　（10月号分）
291,600

東淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について（９月分）
54,432

東淀川区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具の賃貸借契約に係る経費の支出について（９月分）
15,552

東淀川区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）（概算契約）経費の支払について　（10月号分）
540,938

東淀川区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
86,029

東淀川区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成28年９月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用モバイル端末機に係る経費の支出について（９月分）
7,998
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東淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,330

東淀川区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
9,384

東淀川区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度 新聞未購読世帯への東淀川区広報紙配付業務委託（平成28年4月号～平成29年3月号）（概算契約）経費の支払について　（10月号分）
130,903

東淀川区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（総合企画））
248

東淀川区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成28年９月利用分）
29,166

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年７月分市内出張交通費の支出について（総務）
930

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成28年10月分②）
2,733

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
10,243

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成28年10月分②）
19,770

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成28年９月利用分）
7,630

東淀川区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（平成28年９月分）
3,780

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成28年10月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成28年10月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成28年10月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年８月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
2,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課（管理）事務用郵便切手購入経費の支出について
356,200

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託契約料の支出について（８月分）
129,455

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託契約料の支出について（８月分）
5,366,025

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成28年8月分）
3,815

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託契約料の支出について（８月分）
335,886

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)　ラベルシール外17点の購入経費の支出について
38,170

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(住民情報)　ラベルシール外17点の購入経費の支出について
102,028

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年９月分国民健康保険葬祭費の支出について
600,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務に係る関連書籍の購入について
23,976

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 戸籍事務に係る関連書籍の購入について
5,184

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成28年8・9月受付分）
194,022

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成28年9月受付分）
1,098,161

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（催告文書等用）外１点の購入経費の支出について
81,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当（管理）収納対策用の勧奨文書等用封筒（催告文書等用）外１点の購入経費の支出について
81,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について（平成28年9月分）
42,012

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成28年9月受付分）
904,076

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成28年9月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成28年8月取扱分）
710

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
11,025

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
24,438

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
66,955

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
172,568

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
155,068

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
921,649

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
65,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成28年10月分　国民健康保険療養費の支出について
1,041,180

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
110,959

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
101,369

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(９月分)
75,628

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成28年９月分後納郵便料金の支出について
8,822
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成28年９月分後納郵便料金の支出について
95,985

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成28年９月分後納郵便料金の支出について
11,800

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払(後納)の支出について(平成28年９月分)
88,464

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
21,321

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査受診啓発用のぼりの購入経費の支出について
67,284

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成28年9・10月受付分）
442,391

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成28年9・10月受付分）
3,945

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成28年9月分）
415

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（平成28年9月分）
804

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成28年9月分）
9,331

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
4,643

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
4,644

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(9月分)
1,000,203

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
9,288

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
9,288

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(9月分)
2,000,408

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
2,322

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 報償費　報償金 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)窓口業務等委託事業者選定委員会にかかる謝礼金の支出について
2,321

東淀川区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について(9月分)
500,102

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区地域保健福祉計画（素案）作成経費の支出について
161,352

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（西淡路小学校）
97,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
901,638

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（日割家賃）にかかる経費の支出について
8,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検査料・文書料）にかかる経費の支出について
36,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
31,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(訪問看護利用に係る交通費)にかかる経費の支出について
2,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者にかかる診療報酬請求、障害児施設医療にかかる食事療養費請求）にかかる経費の支出について
88,320

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における消耗品事業資金（特別保育）10月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金（通常保育）10月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,766

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,125

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成28年８月分）
8,996

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度絵本読み聞かせ事業に係る委託料の支出について（平成28年７月～８月分）
871,271

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域力の向上事業(第７回 We Love 東淀川)の実施並びに同経費の支出について
46,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
16,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,768

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
45,525

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
65,856

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
32,257

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持）にかかる経費の支出について
97,524

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(通院移送費)にかかる経費の支出について
440

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
840

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
5,909

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
164
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
1,155

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）保健企画
870

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
19,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（８月分）
57,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（８月分）
77,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区街頭防犯カメラ電気料金の支出について（南江口1丁目3番3号）9月分
282

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用衛星電話料金の支出について（8月分）
29,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（大隅東小学校）
77,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等に係る業務委託経費の支出について(8月分）
168,415

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（８月分）の支出について
13,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料、引越しのための移送費)にかかる経費の支出について
262,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
40,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料、家具什器費）にかかる経費の支出について
21,450

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
242,593

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
201,815

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
231,325

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
3,176

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
1,293,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
57,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(通院移送費・訪問看護利用に係る交通費)にかかる経費の支出について
129,340

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
112,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
43,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
472,486

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
259,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
3,530

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年8月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
12,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
269,892

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
192,240

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
20,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成28年8月分）
35,245

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
96,233

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
103,330

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
46,470

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（口座振替不能分）
4,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成28年７月分）口座振替不能分
1,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成27年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（８月分）
660,429

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生涯学習ルーム事業の環境整備に係る冷風機の借用について
45,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（８月分）の支出について
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期分）②
14,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
24,225

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
8,843

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分その２）
12,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第６号）
225,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
117,279

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
159,815

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
44,896

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
71,966
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
89,734

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
174,638

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
46,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
149,916

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
174,285

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
43,911

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
242,025

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊婦検診料)にかかる経費の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（社会復帰相談事業等参加のための移送費）にかかる経費の支出について
18,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越しのための移送費)にかかる経費の支出について
103,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
154,254

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊娠検査料)にかかる経費の支出について
14,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
47,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料・文書料）にかかる経費の支出について
41,010

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
39,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（技能習得費）にかかる経費の支出について
32,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
564,541

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭券外）にかかる経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
165,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
42,243

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東淀川区こんにちは赤ちゃん訪問事業チラシ、情報綴りの表紙、連絡票の作成経費の支出について
55,944

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(家財処分料)にかかる経費の支出について
11,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
510,459

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
96,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,050

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,681

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,822

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,764

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
52,197

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
49,498

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
11,412

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
298,994

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
964,945

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
56,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
58,101

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
145,663

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
162,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について（平成２８年９月分）
8,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（大道南小学校）
104,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区役所保健福祉課職員意識及び組織風土改善研修（ＣＣＢ研修）にかかる経費の支出について
235,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年9月19日大雨洪水警報による東淀川区災害対策本部にかかる情報連絡体制に従事する際のタクシー代立替払いの支出について
5,920
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第42回東淀川区民まつり広報物等編集及び印刷業務委託にかかる支出について
241,704

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
47,621

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
176,189

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
981,298

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
23,265

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
52,026

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
63,477

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
14,975

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
134,149

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
138,202

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
152,765

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
86,388

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
29,236

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
130,778

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
124,206

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
94,094

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（平成28年7月申請分）
768,328

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成28年7月申請分）
286,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成28年7月申請分）
1,663,634

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成28年7月申請分）
692,110

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
177,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
260,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財保管料）の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成28年6・7・9月分）
451,132

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
44,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
67,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
106,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,123,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費10月分の支出について
3,649,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（９月分）にかかる報償金の支出について
34,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区４・５歳児就学前子育て支援事業業務委託に係る委託料の支出について（平成28年９月分）
636,221

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川３区防犯プロジェクト事業による防犯カメラ長期借入経費の支出について（28年9月分）
295,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
418,684

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成28年11月分扶助費の支出について
40,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成28年11月分扶助費の支出について
20,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成28年11月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成28年11月分扶助費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成28年11月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２８年９月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（９月分）にかかる報償金の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
99,560
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（平成２８年９月分）にかかる報償金の支出について
4,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（９月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（平成２８年９月分）にかかる報償金の支出について
2,570

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 いきいき百歳体操時健康教育講師謝礼の支出について（平成28年９月12日実施分）
9,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成28年９月分）保健
7,155

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（平成28年９月分）保健
11,673

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用携帯電話料金の支出について（9月分）
19

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成28年9月分）
7,026

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（9月分）
8,663

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
248,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（東井高野小学校）（平成28年９月分）
16,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成28年9月分）
9,311

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年10月分法第78条に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
102,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
14,338

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(引越しのための移送費、家財処分料)にかかる経費の支出について
288,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（平成２８年度固定資産税）にかかる経費の支出について
400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高校等就学費）にかかる経費の支出について
61,867

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成28年９月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
11,073

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成28年９月分
123,185

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成28年９月分
10,185

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成28年９月分
22,029

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成28年９月分
6,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎前花壇の整備用腐葉土　外１点　の購入に係る経費の支出について
25,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,460

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
96,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第42回東淀川区民まつり会場設営撤去業務委託にかかる支出について
982,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等に係る業務委託経費の支出について（9月分）
168,415

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
23,986

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
47,715

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,331

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,352

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,448

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,364

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
229,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成28年９月５日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,284

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
48,509

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
64,122

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
27,011

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,378

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,189

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
16,363

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
159,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
288,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
52,317

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
192,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
135,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 父子福祉資金（修学資金等）の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
19,586

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
994

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,064

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区こんにちは赤ちゃん訪問事業及び要保護児童対策事業に係る消耗品費の支出について
6,264

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東淀川区こんにちは赤ちゃん訪問事業及び要保護児童対策事業に係る消耗品費の支出について
69,923

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
2,265

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）－２
194

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
7,606

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会を中心とした地域活動支援事業用携帯電話料金の支出について（平成２８年10月分）
3,585

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（９月分）
880,569

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる新庄会館使用料の支出について（平成２８年９月分）
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
970

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成28年９月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,742

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,027,985

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年10月分法第78条に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（出張所）
67,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）の支出について
153,422

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
260,526

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
159,298

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２８年１１月分扶助費の支出について（出張所）
6,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
375,970

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
242,705

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２８年１１月分扶助費の支出について（出張所）
4,500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２８年１１月分扶助費の支出について（出張所）
50,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２８年１１月分扶助費の支出について（出張所）
250,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
53,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
48,090

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
183,943

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２８年１１月分扶助費の支出について（出張所）
700,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成28年10月分扶助費の支出について
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
328

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
796

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
246
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東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
424

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 ウォーキング講座講師謝礼の支出について（平成28年９月実施分）
40,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
1,968

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
8,922

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
508

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
8,444

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
1,390

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
3,404

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
1,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
34,654

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成28年９月分）
7,657

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第42回東淀川区民まつり電気設備業務委託にかかる支出について
256,784

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 第42回東淀川区民まつり音響設備設営及び進行管理業務委託にかかる支出について
259,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について　平成28年9月分（保健福祉課（生活支援）
28,887

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
105,641

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（８月分保護費の追加支給）にかかる経費の支出について
30

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
930

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
356,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（施設入所のための移送費）にかかる経費の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
275,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（社会復帰相談事業等参加のための移送費）にかかる経費の支出について
9,360

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊娠検査料)にかかる経費の支出について
4,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
28,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（８月分日割家賃）の支出について
12,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（敷金等）の支出について
3,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費・教材費・校外活動費９月分)にかかる経費の支出について
1,620,744

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費・教材費８月～９月分)にかかる経費の支出について
862,579

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費・教材費９月分)にかかる経費の支出について
841,066

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
16,858

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
53,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
62,690

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(通院移送費・訪問看護利用に係る交通費)にかかる経費の支出について
97,380

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
78,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
77,533

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）の支出について
20,980

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
207,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
62,465

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
243,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）の支出について
477,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
255,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（修学資金等）第３四半期分の支出について
162,000

東成区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月分）
5,377
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東成区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（８月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（仕切りパネル）購入経費の支出について
40,240

東成区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成・北中道・中本・東中本・深江・片江・宝栄地域）にかかる経費の支出について（９月号分）
363,717

東成区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（５・６・７月分）
25,936

東成区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成28年5月号～平成29年4月号にかかる経費の支出について（１０月号）
191,970

東成区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（８月分）
1,035,697

東成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
4,949

東成区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託 平成28年5月号～平成29年4月号（概算契約）の経費の支出について（10月号分）
59,590

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,238

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（９月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（９月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（９月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,028

東成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
353,198

東成区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東成区区政会議及び各部会会議録作成業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（８月３０日、３１日、９月８日分）
47,520

東成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２８年５月号～平成２９年４月号）　概算印刷にかかる経費の支出について（10月号分）
429,818

東成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課・統計用後納郵便料の支出について（９月分）
906

東成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課・統計用後納郵便料の支出について（９月分）
6,831

東成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
1,732

東成区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中道地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
37,449

東成区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
11,268

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（９月分）
24,942

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳端末用プリンタートナーの購入経費の支出について
74,115

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
194

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
2,132

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,797

東成区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
82

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（９月分）
16,203

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（神路地域）にかかる経費の支出について（10月号）
52,018

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
5,068

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（今里地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
30,780

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
496,800

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
9,612

東成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（東小橋地域）にかかる経費の支出について（10月号分）
29,036

東成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所オートロールエアーフィルタ交換作業の実施及び同経費の支出について
65,880

東成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（９月分）
3,815

東成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報用及び保健福祉課用タブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
12,813

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２８年１０月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２８年１０月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）資金前渡（一般）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２８年９月分）
774,296

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（８月分）
23,308

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について
2,616,260

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について
344,366

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分）一般
13,053

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成28年８月分）
726
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東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成28年８月分）
520

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年６月～２８年８月分）
408,599

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２８年８月分）
2,850

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（１０月分②）一般
54,573

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２８年９月分）
300,000

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,400

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（10月分）③一般
84,772

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
34,106

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
66,982

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
59,155

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年８月～２８年７月分）
90,429

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
6,953

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
38,673

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
23,120

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
4,637

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
13,107

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
75,049

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理９月分）
393,757

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
45,664

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
56,855

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険９月分）
40,736

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス（住民情報）事務用出張交通費（９月分）の支出について
660

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（９月分）
15,202

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
991

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
8,626

東成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（９月分）
297

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（３件分）
51,600

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（５件分）
550,800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７月分＞の支出について
28,036

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・平成28年10月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（北中本・東小橋保育所　平成28年10月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ５回目）
66,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分ストマ４回目）
72,342

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【８月分】
12,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について
125,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(９月分）の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（６９名分）
556,304

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
5,700

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（２件分）
34,668

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（４件分）
56,690

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
3,617

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,560

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検査料の支出について
6,940

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
11,880

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（３件分）
231,144
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東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検査料の支出について
18,040

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,970

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（４名分）
8,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
345,600

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
108,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月・６月分＞の支出について（２件分）
128,352

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（７件分）
108,700

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（９月１３日実施分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
64,800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
19,335

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
254,150

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
6,812

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
95,302

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般２回目）
35,640

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般）
49,680

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（３件分）
46,900

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（９月分）の支出について（８件分）
118,675

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教材費＜４～７月分＞の支出について
700

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（３件分）
57,500

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（９月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（平成２８年６月分～９月分）の支出について
40,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
2,927

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
12,813

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
2,153

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,132

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
1,642

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
1,879

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
20,520

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
11,173

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
10,657

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,270

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,996

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
3,270

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
9,183

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
5,087

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
13,886

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品の購入にかかる経費の支出について
39,099

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（３件分）
72,091

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020
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東成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（２件分）
25,932

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
8,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
64,800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について（２件分）
88,500

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具・住宅改修にかかる費用の支出について（２件分）
9,342

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（２件分）
443,657

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
6,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
198

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
1,110

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
486

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
1,148,270

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
1,005

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
3,035

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
49,680

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（４件分）
30,774

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について（４件分）
272,931

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
20,580

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
24,355

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
4,494

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
2,460

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国母子・父子自立支援員研修会・養育費相談支援に関する全国研修会合同研修会への出席について
38,300

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
210,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
216,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について（２件分）
226,440

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（４７名分）
347,245

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
99,360

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
163,500

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
22,021

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
29,239

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
7,344

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
10,052

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
3,672

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
1,580

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（１０月分ストマ）
232,597

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般３回目）
10,500

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（９月分一般４回目）
151,200

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
979

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
264,643

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
387

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
5,565

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（９月分）
75,430
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東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
16,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
9,200,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について
144,472

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜９月分＞の支出について（２件分）
158,266

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
130,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（１１月分）
400,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
9,839

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成28年10月分）
1,127,600

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（９月分）
12,815

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
5,640

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
738

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,690

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,506

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,266

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
56,682

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（９月分）
1,239

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（９月分）
19,012

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
11,880

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
492

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,706

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
574

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
18,839

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,310

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
14,128

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
842

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,854

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
71,856

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,772

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,956

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
12,934

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,952

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
52,987

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,316

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
902

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（１０月分ストマ３回目）
55,336

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（１０月分ストマ２回目）
111,362

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（平成２８年７～９月分）の支出について
20,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜７・９月分＞の支出について
19,223

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
1,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
5,080

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
240
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東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
432

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
52,900

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
52,900

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
432

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について（４件分）
63,650

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
10,752

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
1,080

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
12,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
6,480

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（１０月分）の支出について（２３名分）
112,469

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
14,400

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
1,340

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
560

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度第３四半期分母子父子寡婦福祉貸付金の支出について
162,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について
120,000

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
432

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成28年９月分）
420

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住民とともに考える健康づくり事業　地域版ヘルスガイド印刷経費の支出について
25,920

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２８年１０月分）
779,842

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成事業用医療費の支出について（平成２８年１０月分）
208,312

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（１０月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による短期入所サービスにかかる費用（１０月分）の支出について
740

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
1,350

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（２件分）
51,037

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２８年１０月分）
193,719

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２８年１０月分）
51,286

東成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（９月分）
324,380

東成区役所 市民協働課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（レインウェアほか１点）買入にかかる経費の支出について
30,780

東成区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度市民協働による公募型提案委託事業審査委員報酬の支出について(９月９日実施)
48,759

東成区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「アロマポット講習会」（北中道幼稚園PTA）講師謝礼の支出について
4,300

東成区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子和太鼓鑑賞会」（北中道幼稚園PTA）講師謝礼の支出について
4,300

東成区役所 市民協働課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金（８月分）の支出について
35,040

東成区役所 市民協働課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用啓発物品「交通安全啓発ティッシュ」の買入経費の支出について
38,880

東成区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業（種から花を育てる地域の花づくり）物品買入(パンジー種子外９点）にかかる経費の支出について
111,758

東成区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用携帯電話料金の支出について（平成28年9月分）
5,745

東成区役所 市民協働課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,000

東成区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用物品（「いかのおすし」ぬりえ）の買い入れ経費の支出について
144,180

東成区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用消耗品（レーザー複合機用カートリッジ外９点）買入経費の支出について
81,048

東成区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
82

東成区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
1,230

東成区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
1,199

東成区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
4,182

東成区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（９月分）の支出について
656
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東成区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大成小学校生涯学習ルーム「手話教室」講師謝礼の支出について（4回目/全5回）
5,000

東成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第５８回東成区民体育祭における普通傷害保険料の支出について
16,850

東成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市東成区における新たな地域コミュニティ支援事業における業務委託経費の支出について（第２四半期分）
3,933,250

東成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東小橋小学校生涯学習ルーム「ヨーガ教室秋講座」講師謝礼の支出について
10,000

東成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（９月分）の支出について
5,690

東成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（９月分）の支出について
560

東成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（９月分）の支出について
840

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
9,610

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
5,325

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分①）
2,756

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
54,042

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
3,329

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
4,649

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
648

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
6,926

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
5,979

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
23,294

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（８月分）
46,419

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
40,833

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
79,993

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
14,878

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
45,887

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区事務用サインペン・黒・10本入外147点 買入(生野区役所)の実施経費の支出について
7,223

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分①）
8,400

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分①）
208

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分①）
130

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所内（２階介護認定審査室）空調設備修繕業務の経費の支出について
68,040

生野区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分①）
8,000

生野区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成28年9月号分）
71,100

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
3,564

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
11,880

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
3,564

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
3,564

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
21,384

生野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
19,008

生野区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅に係る電話基本料の支出について（９月分）
2,768

生野区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時の動員による参集にかかるタクシー代の支出について（9月19日分）
10,560

生野区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（総務課９月分②）
10,600

生野区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度生野区役所自動扉開閉装置保守業務委託の経費の支出について（４月分～９月分）
136,080

生野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（９月分）
10,141

生野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（９月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施経費の支出について（９月分）
539,665

生野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成28年10月号分）
27,000

生野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成28年10月号分）
289,645

生野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成28年10月号分）
71,100
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生野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（９月分）
5,184

生野区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業にかかる委託経費の支出について（平成28年9月分）
1,612,200

生野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（統計担当）事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（9月分）
820

生野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
2,070

生野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（９月分）
6,314

生野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外３点（生野区役所）買入経費の支出について
85,320

生野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外３点（生野区役所）買入経費の支出について
11,664

生野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外３点（生野区役所）買入経費の支出について
20,304

生野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外３点（生野区役所）買入経費の支出について
29,322

生野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジ外３点（生野区役所）買入経費の支出について
11,934

生野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
621

生野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
12,254

生野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（９月分）
9,044

生野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（10月分）
16,209

生野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成２８年１０月分）
3,815

生野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の実施経費の支出について（９月分）
15,719

生野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所庁舎機械警備業務委託経費の支出について（７月～９月分）
111,780

生野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務の実施経費の支出について（９月分）
8,640

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（１０月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（10月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２８年１０月分支払資金（一般）の支出について　　　　　平成２８年１０月３日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２８年１０月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　平成２８年１０月３日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（８月分）
46,322

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（９月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（８月分）
1,983

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（８月分）
23,845

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（８月分）
8,404

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る委託料の支出について（8月分）
126,825

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る委託料の支出について（8月分）
3,248,598

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度　第69回全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会　合同研修会出席にかかる出張経費の支出について
29,240

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２８年９月分）の支出について
1,440

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２８年９月分）の支出について
680

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２８年９月分）の支出について
840

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・10月分）
1,206,944

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 136～154　19件）
950,000

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　42～53 11件）
3,462,657

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年１０月２８日支払分
1,229,336

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・退職）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年１０月２８日支払分
9,405

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２８年９月分）の支出について
960

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,568

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
11,679

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
82,889

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,625

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
16,765

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,336

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,850

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
189,035



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
745,571

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
118,720

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
155,625

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
52,137

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
58,880

生野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
80,621

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
340,078

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
55,590

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
33,221

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成２８年１０月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成２８年１０月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
11,210

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年8月分）
81,393

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
280,780

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成28年6月から平成28年9月まで４ヶ月分）（10月4日振込分）
260,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成28年6月から平成28年9月まで４ヶ月分）（10月4日振込分）
40,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成28年6月から平成28年9月まで４ヶ月分）（10月4日振込分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
228,530

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
134,210

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,600

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
193,350

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
124,560

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,950

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,129

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
193,268

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
10,978

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
14,950

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
198,063

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
41,570

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,790

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,860

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（８月分）
15,312

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（８月分）
24,235

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
109,620

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
169,780

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
3,750

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
131,040

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,790

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 総務課・小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課・９月分）
5,853

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康情報発信事業等用クリアホルダー買入経費の支出について
119,664

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（８月分）
14,619

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業　子育て情報誌・子育てマップ作成経費の支出について（9月発行分・秋号）
44,280
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生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
44,675

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年7月分）
172,417

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
16,125

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
38,090

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
54,110

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
188,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
235,420

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
187,820

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
5,091

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,620

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
142,114

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国生活保護査察指導員研修会への参加にかかる管外出張旅費の支出について
37,560

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
47,050

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
95,940

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
4,320

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
58,730

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
307,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成28年度ヘルスアップ講座実施にかかる講師謝礼の支出について
13,780

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成28年7月分（その2）及び8月分））
1,980

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いくのっ子応援事業　フェスティバル用チラシ・ポスター印刷経費の支出について
63,264

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成28年7月分（その2）及び8月分））
3,280

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成28年7月分（その2）及び8月分））
5,490

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成28年7月分（その2）及び8月分））
360

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
78,784

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
104,300

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
37,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
80,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年9月分）
50,685

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
12,126

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,480

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
206,856

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,250

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,582

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
156,792

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,680

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
182,455

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
265,650

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
214,160
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生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,208

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
197,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,280

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
83,100

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,885

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
34,419

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
56,160

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
381,940

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成28年度BCG予防接種報償金の支出について(9月分)
49,780

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年９月分乳幼児健診等用報償金の支出について
361,870

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
48,200

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
90,744

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
4,630

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
2,100

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年度９月分地域健康講座（アラフォーママのつどい）にかかる講師料の支出について
8,600

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
19,224

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
140,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
23,120

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
105,335

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,200

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
540,621

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
142,935

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
262,943

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
556,911

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
182,651

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
13,990

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
12,100

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
114,644

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
122,285

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
162,692

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
140,645

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
216,667

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
253,878

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
208,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
47,583

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財保管料）の支出について
12,960

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
79,920

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
118,800
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生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
47,720

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,096

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いくみん健康啓発事業にかかるぽち袋、封筒、便箋のカラー印刷経費の支出について
50,499

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
216

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　生野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
450,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
3,996

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
60,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年8・9月分）
1,316,231

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
23,415

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
217,493

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
224,212

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
7,793

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
4,860

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
585

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業にかかる平成28年度母子福祉貸付金の支出について（第３四半期分）
936,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
2,683

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
820

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（9月分②）
3,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
738

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
188,010

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
151,632

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
248,120

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
912

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
338

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
29,821

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
410

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
3,116

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
574

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
82

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
6,309

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
820

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
20,114

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（９月分）の支出について
174

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる11月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
43,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
129,600

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
128,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる11月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
22,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる11月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年8・9月分）
870,936

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
32,586
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生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
136,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる11月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる11月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について(平成２８年１０月分)
962,950

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）生活支援適正化担当業務用ＰＨＳサービス使用料の支出について（９月分）
3,033

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
70,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
64,161

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
235,602

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
61,060

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
170,024

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
3,750

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
128,272

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
49,280

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
237,276

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
244,430

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防啓発リーフレットにかかる印刷経費の支出について
37,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
1,991,384

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１０月分）
26,434

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（１０月分）
621,205

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
27,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
29,250

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
84,240

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
136,902

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年9月分）
45,046

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年9月分）
122,871

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
5,194

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,968

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
216,329

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（１０月分）
3,316

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月分）
117,782

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月分）
5,750

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
5,282

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（９月分）
17,824

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,240

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
11,900

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
12,066

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,280

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,840
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生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,690

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,640

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
21,320

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（9月分）
1,184

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
12,862

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
210,158

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
608,159

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
167,446

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
138,155

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
2,376

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
229,090

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
228,700

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成28年度10月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,749

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
85,269

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
29,200

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
43,099

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
30,130

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
9,931

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
125,845

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
31,462

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（９月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
643

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度中学生のための「ふらっと市内留学英語体験事業」業者選定会議にかかる報償金の支出について(第２回選定会議)
50,459

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
12,636

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
392

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
410

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
5,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
3,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
600

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課９月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第３四半期分）
1,671,050

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（８月分）
4,213

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（８月分）
42,218

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（８月分）
29,400
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生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業用「ガチ☆メン競技大会」及び「一斉パトロール」チラシの印刷請負の支出について
61,809

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民による区内の緑化推進事業用　種他１０点買入にかかる同経費の支出について
249,480

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業「地域人権講座（Bブロック）」にかかる講師謝礼にかかる支出について
19,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課9月分）
5,436

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課9月分）
784

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課9月分）
10,440

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課9月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業防犯啓発用ひったくり防止カバー買入経費の支出について
327,132

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区民センター用吸収式冷温水機の修繕経費の支出について
267,840

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度生野区コミュニティ育成事業にかかる委託料支出について（第3四半期）
2,332,500

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立生野区民センター管理運営経費の支出について（第3四半期）
7,715,369

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市生野区新たな地域コミュニティ支援事業の実施経費の支出について（第３四半期分）
3,613,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（9月分）
6,113

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業及び地域ボランティアによる福祉のまちづくり「ご近助パワフルサポート事業」用委託料の支出について（第3四半期分）
15,174,523

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
184

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
28,688

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
2,952

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
3,018

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
82

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
2,054

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,476

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
1,636

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（９月分）
984

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度生野区における夜間の青色防犯パトロール業務委託にかかる委託料の支出について（9月分）
226,728

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（９月分）
16,367

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（９月分）
54,262

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（9月分）
162

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「区民レクリエーションのつどい」にかかるボランティア・市民活動行事保険の支出について
80,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅・北巽駅周辺）にかかる委託料の支出について(9月分)
38,880

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の実施にかかる委託料の支出について(8、9月分)
521,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・地下鉄小路駅）にかかる委託料の支出について(9月分)
63,180

生野区役所 地域まちづくり課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（9月分）
3,506

旭区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか７点購入経費の支出について
42,876

旭区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか７点購入経費の支出について
14,688

旭区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジほか７点購入経費の支出について
201,798

旭区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成28年８月分・日本デジコム）
73,500

旭区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成28年８月分・ＫＤＤＩ）
40,000

旭区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨警報発令に伴う情報連絡体制参集にかかるタクシー代の支出について
6,030

旭区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、プリンターほか６点購入経費の支出について
228,052

旭区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、アルファー化米ほか８点購入経費の支出について
214,272

旭区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、プリンターほか６点購入経費の支出について
72,360

旭区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、アルファー化米ほか８点購入経費の支出について
85,104

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成２８年度９月分】
10,238

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成28年８月分）の支出について（６月・７月を含む）
12,330

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働担当　平成28年７～８月分）
2,770

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版制作・発送業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号）
44,280

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号）
151,200
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旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内員業務従事者派遣（長期継続契約）に係る経費の支出について（２８年９月分）
162,900

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
7,560

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる支出について（平成２８年度９月分）
599,867

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年３月～平成３０年２月借入）【平成２８年度９月分】
249,202

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成２５年１０月～平成３０年２月借入）【平成２８年度９月分】
82,177

旭区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成２８年度９月分】
235,904

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
3,240

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
2,808

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
1,296

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
4,000

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
1,400

旭区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（28年９月分）
10,430

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号）
198,223

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
594

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
1,922

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
16,263

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
582

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
588

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、消火器ほか１点購入経費の支出について
52,500

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所における宿日直業務（宿日直専門員による宿直業務及び災害等に備えた宿日直業務）用　寝具等借入経費の支出について（平成28年９月分）
6,566

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（平成28年９月分）
4,298

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所における宿日直業務（宿日直専門員による宿直業務及び災害等に備えた宿日直業務）用　寝具等借入経費の支出について（平成28年９月分）
9,936

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、消火器ほか１点購入経費の支出について
1,040,028

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
246

旭区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（９月分）
53,544

旭区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（平成28年９月分）
19,537

旭区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（その３）にかかる経費の支出について（平成28年９月
分） 51,840

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔高殿連合振興町会〕
207,121

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号）
29,548

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔清水連合振興町会〕
129,207

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔新森連合振興町会〕
207,053

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔高殿南連合振興町会〕
87,794

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成28年度９月分　一般事務費）
908

旭区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支払いについて（平成28年９月分　常時啓発用）
5,740

旭区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔城北連合振興町会〕
116,537

旭区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔生江連合振興町会〕
73,997

旭区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年10月分（９月使用分）専用回線電話代の支出について
28,362

旭区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔中宮連合振興町会〕
120,975

旭区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔大宮連合振興町会〕
170,500

旭区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔太子橋連合振興町会〕
82,246

旭区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年５月号～平成２８年９月号）〔古市連合振興町会〕
180,381

旭区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 旭区災害対策職員住宅に係る賃料の支出について（平成２８年１１月分）
85,200

旭区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　放課後おさらい教室指導員報償金の支出について（９月分）
434,340

旭区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年10月分（９月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,815

旭区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年10月請求（９月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
739

旭区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（９月分）その１
1,128

旭区役所 市民協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第6回あさひ、だいすき♪旭区検定」受験者募集チラシ・ポスターデザイン企画印刷業務委託における支出について
112,320
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旭区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　秋の交通安全運動大会における講師謝礼の支出について
31,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,274

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
248

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
5,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
5,451

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（９月分）その２
1,053

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,236

旭区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
520

旭区役所 市民協働課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にほんご教室における書籍購入代の支出について
17,928

旭区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（９月分）
66,924

旭区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「こども110番の家」掲出用旗ほか１点購入経費の支出について（青少年健全育成事業用）
96,984

旭区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当事業用トナーカートリッジほか９点の購入における支出について
56,710

旭区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（９月分）
7,390

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
902

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
420

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
912

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
1,230

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
1,230

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
600

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
4,346

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
3,665

旭区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（９月分）
1,476

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成28年9月分）
30,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市旭区生涯学習ルーム事業業務委託経費の支出について［後期分］（生涯学習推進事業用）
175,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市旭区学校体育施設開放事業業務委託経費の支出について［後期分］（学校体育施設開放事業用）
540,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市旭区小学校区教育協議会「－はぐくみネット－」事業業務委託経費の支出について［後期分］（青少年健全育成事業用）
460,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（後期分）（青少年健全育成事業用）
350,000

旭区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度　大阪市青少年福祉員活動交付金の支出について（後期分）（青少年健全育成事業用）
100,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
12,876

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
1,677

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
5,368

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
671

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
671

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
554

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２８年８月分）
4,982

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年10月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成28年10月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（１０月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（８月分）の支出について
900

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（７月分）の支出について
600

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（８月分）の支出について
600

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（７月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（９月執行分）２
214,460

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 税証明発行窓口パーテーション撤去業務委託にかかる経費の支出について
70,200

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
13,468

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
2,511,950
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旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
180,586

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（９月執行分）３
198,796

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費平成２８年９月分
600

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
3,750

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 臨時運行許可申請書・許可証印刷業務にかかる経費の支出について
17,280

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 戸籍情報システム移設業務委託にかかる経費の支出について
181,440

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民基本台帳等事務システム及び住民基本台帳ネットワークシステム移設業務委託にかかる経費の支出について
237,600

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
9,814

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
24,778

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
39,355

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
369,795

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
63,806

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年10月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
700,000

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険事業用　高額療養費の支出について（１０月執行分）手処理追加分
69,297

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成28年10月分　国民健康保険事業用出産育児一時金の支出について
58,160

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
55,343

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
57,811

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
92,353

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
23,967

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
1,636

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
61,470

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
246

旭区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（１０月執行分）１
352,075

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
1,337

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修給付金の支出について
164,734

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度９月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
6,842

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
2,191

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
3,246

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
27,344

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年８月分）
22,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
669,587

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
428,863

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
575,484

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ベベクロファイル作成の物品購入にかかる支出について
78,840

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
217,456

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談支援事業にかかる事務用品の購入にかかる経費の支出について
42,184

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
321,415

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　家財処分料の支出について
190,512

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
370,360

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　オムツ代の支出について
451,010

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
394,864

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
694,830

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年６月・７月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
5,570

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年６月・７月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
5,890

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用事務用品の購入にかかる支出について
8,197

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち事業)の支出について（９月分）
75,600
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旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
525,727

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
201,589

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２８年８月分の支払いについて
900

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
93,170

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成２８年６月・７月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
560

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
400,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座における講師謝礼の支出について
7,450

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
339,703

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
72,480

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ノーバディーズ・パーフェクト事業にかかる講師料の支出について（１回目/全１０回中）
8,080

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 マタニティカフェにおける物品購入にかかる支出について
26,330

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
84,300

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
373,780

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
10,130

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月19日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
486,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　福祉用具購入費の支出について
1,782

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 第３四半期大阪市母子福祉貸付金（修学資金）の支出について
2,654,250

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談支援事業用　加湿空気清浄機の購入にかかる経費の支出について
24,008

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用旭区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
210,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
356,983

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
411,423

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
64,800

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅維持費の支出について
41,688

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
37,432

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
231,610

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２８年度市立保育所賄材料費（１０月分）の支出について
1,738,700

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（あさひ脳活塾：平成28年10月4日実施）における講師謝礼の支出について
8,600

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修給付金の支出について
270,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ノーバディーズ・パーフェクト事業にかかる講師料の支出について（２回目/全１０回中）
8,080

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ノーバディーズ・パーフェクト事業にかかる講師料の支出について（３回目/全１０回）
8,080

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
40,480

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成28年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,900

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２８年９月分の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２８年９月分の支出について
54,426

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２８年９月分の支出について
381,564

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
14,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　オムツ代の支出について
97,832

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
7,800,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
200,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
148,751

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
80,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（１１月分）
320,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年9月分　小口支払基金繰戻金の支出について
7,501

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,508

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（９月分）
3,103
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旭区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　その他介護扶助の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　長期入院患者例外的給付の支出について
44,640

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
47,430

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成28年９月分後納郵便料金の支出について
110,235

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
4,940

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
320

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
600

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
4,761

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
1,830

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
683,807

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
350,356

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
3,060

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
840

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（１０月追加分）
1,098,306

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（１０月追加分）
319,526

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
240

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
3,520

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
480

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
450

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
1,200

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
780

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
1,160

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２８年５～８月分の支出について
300

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「認知症予防講演会」における講師謝礼の支出について
10,960

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
730

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
4,182

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
574

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度あさひ学び舎事業に係る委託料（上半期分）の支出について
2,525,500

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
10,056

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
338

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,388

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,366

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,148

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
564

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
24,133

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,414

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
1,294,151

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
780

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,456

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
257,036

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　家財処分料の支出について
40,000

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　オムツ代の支出について
145,754

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
798,696

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
544,984

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　福祉用具購入費の支出について
4,968

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
51,930
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旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
180,151

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
218,360

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
666

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
304

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
738

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
30,430

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
3,370

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
666

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
236

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
1,222

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
410

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
27,918

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
26,774

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
15,218

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,838

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
1,480

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
14,420

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
6,318

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
410

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
830

旭区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
514

城東区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
21,168

城東区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２８年度城東区区政会議　本会及び部会」議事録作成業務（単価契約）の費用の支出について（平成２８年８月２２日開催　地域防災防犯部会（８月）分）
12,960

城東区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東（9月号）」ＳＰコード製作業務にかかる経費の支出について
60,264

城東区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２８年８月分）
89,146

城東区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２８年８月分）
114

城東区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員通常選挙にかかる市内出張旅費の支出について
1,680

城東区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政情報発信事業用　モバイルデータ通信料（８月分）の支出について
3,693

城東区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度城東区区政会議における同行援護業務の費用の支出について（平成２８年８月２９日開催　地域福祉部会（８月）分）
8,775

城東区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　はぐくみネット事業　講師謝礼の支出について（平成28年9月分）
14,000

城東区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業（下半期）にかかる石灰（ラインパウダー）外１点の購入に伴う経費の支出について
124,027

城東区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業（下半期）にかかるにがりの購入経費の支出について
43,416

城東区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料（貸室４）の支出について（平成２８年９月請求分）
9,778

城東区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料（貸室３）の支出について（平成２８年９月請求分）
15,417

城東区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「平成２８年度城東区区政会議　本会及び部会」議事録作成業務（単価契約）の費用の支出について（地域福祉部会（８月）、地域まちづくり部会（８月）分）
28,080

城東区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　学校選択制説明会に伴う手話通訳謝礼金の支出について（第1回）
7,000

城東区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
11,240

城東区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
2,500

城東区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
4,554

城東区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報担当）市内出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
2,482

城東区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」（10月号）企画・編集業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
288,813

城東区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業（下半期）にかかる事務用品（コピー用紙外３１点）の購入に伴う同経費の支出について
79,344

城東区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
1,462,158

城東区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
89,901

城東区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　不動産賃借料 城東区複合施設建設に伴う事業用地の賃借経費の支出について（７～９月分）
144,180

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時動員による参集にかかるタクシー代の立替払にかかる支出について
6,150

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時動員による参集にかかるタクシー代の立替払にかかる支出について
3,760



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２８年９月分）
338,590

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入ににかかる支出について（平成２８年９月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入　にかかる支出について（平成２８年９月分）
30,122

城東区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる支出について（平成２８年９月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　学校選択制説明会に伴う手話通訳謝礼金の支出について（第2回）
7,000

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課　市内出張旅費の支出について（平成２８年８月分）
12,004

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（平成２８年９月分）
185,812

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２８年９月分）
652

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（平成２８年９月分）
1,185

城東区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(9月分)
637,200

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業（下半期）にかかるワックスの購入に伴う経費の支出について
124,416

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区広報誌「ふれあい城東」10月号の新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
943,768

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　もと城東区役所ホール機械警備業務委託にかかる経費の支出について(9月分)
16,990

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について(9月分)
9,720

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる支出について(９月分)
14,040

城東区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平成28年度　学校体育施設開放事業（下半期）にかかるバレーボール支柱の購入に伴う経費の支出について
129,600

城東区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報誌「ふれあい城東」10月号の印刷業務（概算契約）にかかる経費支出について
840,412

城東区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区複合庁舎機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(第2四半期分)
161,352

城東区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未講読世帯への区広報誌「ふれあい城東」9月号の配付業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
210,026

城東区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費（平成２８年９月分）の支出について
14,046

城東区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約にかかる経費の支出について（平成２８年１１月分）
118,000

城東区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課市内出張旅費の支出について（平成２８年７・８月分）
20,458

城東区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成28年9月分）
8,224

城東区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（平成２８年９月分）
1,898,772

城東区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(9月分)
7,950

城東区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(9月分)
5,211

城東区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東（10月号）」ＳＰコード製作業務にかかる経費の支出について
62,208

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料　平成２８年９月分の支出について
1,079

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東（10月号）」点字版作成業務委にかかる経費の支出について
72,200

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳にかかる業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
118,800

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用試験等業務　市内出張旅費の支出について（平成２８年度９月実施分）
660

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
222

城東区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
8,211

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（平成28年8月・9月分)
67,500

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成28年9月分）
59,720

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用（城東区民ホール分）　水道料金の支出について（平成２８年１０月分）
1,960

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成２８年１０月分）
91,202

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（平成28年10月請求分）
3,815

城東区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（平成２８年１０月請求分）の支出について
16,203

城東区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる避難所トイレ用テント（シングルタイプ）ほか1点（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
1,218,240

城東区役所 市民協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 地域防災対策事業にかかる、かまどベンチ用テント（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
301,320

城東区役所 市民協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業におけるラワン合板（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
20,304

城東区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民主体による花と緑のまちづくり事業　プリンター用インクほか５点買入にかかる経費の支出について
49,140

城東区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（上半期支払遅延分）
24,000

城東区役所 市民協働課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（９月分）
1,713

城東区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災、防犯対策事業用テプラカートリッジ白ラベル５個入り外４０点（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
177,528

城東区役所 市民協働課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料（平成28年8月分）の支出について
1,691,000
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城東区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（平成28年9月分）の支出について
6,728

城東区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 秋の交通安全大会（城東区民センターホール）におけるホール舞台・音響・照明操作にかかる技術委託に伴う経費の支出について
69,120

城東区役所 市民協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 芸術文化の薫るまちづくり事業用　（ロビーコンサート）グランドピアノ調律経費の支出について
12,960

城東区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（９月利用分）
8,505

城東区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業における土のう（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
116,121

城東区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター施設管理業務代行料の支出について（第３四半期分１０月～１２月分）
7,906,586

城東区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度城東区コミュニティ育成事業委託料の支出について（第２回目分）
4,011,524

城東区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター施設管理業務代行料の支出について（第３四半期分１０月～１２月分）
5,062,500

城東区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成28年9月分後納郵送料（空家対策事務及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
1,486

城東区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成28年9月分後納郵送料（空家対策事務及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
82

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成28年10月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成28年10月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（１０月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成28年8月分）の支払いについて
94,334

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成28年8月分）の支払いについて
3,174,449

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（28.8月分）の支出について
36,746

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
12,022

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
75,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
97,415

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
55,696

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
752,877

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(H28年10月7日支払い)
1,498,594

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について【退職】(H28年10月7日支払)
8,069

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年８月分）
287,721

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジほか１０点の購入にかかる経費の支出について
30,499

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国保一般事務用トナーカートリッジほか１０点の購入にかかる経費の支出について
208,283

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
106,031

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（退職）の支出について
737

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(H28年10月20日支払い)
67,782

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(10月21日支払い)
1,300,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(10月21日支払い)
625,360

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
8,912

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
37,500

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
105,335

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
677,691

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
214,754

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
64,758

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
206,000

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
8,554

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務にかかる料金受取人払郵便料（28.9月分）の支出について
194

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる料金受取人払郵便料（28.9月分）の支出について
3,618

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
2,230

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
28,410

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
25,148

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
35,380

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）学校案内（学校選択制）等事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
121,988
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城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（28.9月分）の支出について
164

城東区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
254,988

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
364,368

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
59,178

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
860,082

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成28年10月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成28年10月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
22,888

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成28年度全国生活保護査察指導員研修会にかかる管外出張旅費等の支出について
37,200

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成28年8月分）
18,889

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成28年8月分）
17,151

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
117,510

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売）の支出について
6,804

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
87,776

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（８月分）
18,708

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
183,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
339,437

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（保健）母子保健事業用　カラーペーパー外３点の購入にかかる支払いについて
9,558

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター（保健）健康づくり啓発事業用　「健康まつり周知用ポスター」の印刷にかかる経費の支払いについて
11,804

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
1,824

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
436,011

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
14,474

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
52,226

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年８月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助）の支出について（口座不能分）
5,832

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・介護扶助・医療扶助）の支出について
71,707

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
9,500

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・介護扶助・医療扶助）の支出について
30,590

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
8,300

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・介護扶助・医療扶助）の支出について
2,080

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
47,499

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２８年９月決定分　就労自立給付金の支出について
61,229

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
22,109

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事業用総合福祉A4改ざん防止用紙の購入にかかる経費の支出について
216,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置にかかる葬祭費の支払いについて
199,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用キャスターほか1点の購入にかかる経費の支出について
20,265

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（紙オムツ代）の支出について
56,704

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
182,481

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（教材費）の支出について
5,286

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
122,782

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
102,709

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
175,980

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
221,916

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（保健）健康まつり事業用　養生テープ外１０点の購入にかかる支払いついて
17,376

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
462

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
13,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター（保健）健康づくり啓発事業用　「健康まつりチラシ」の印刷にかかる支払いについて
11,772

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
2,460



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
8,020

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成28年度社会福祉主事資格認定通信課程受講にかかる管外出張旅費等の支出について
52,980

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
820

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,015,968

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
1,590

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
2,050

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
180,347

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
226,074

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
225,448

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
8,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
63,709

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助）の支出について
4,960

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
173,917

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
1,987

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
540

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
16,569

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（９月分）
2,460

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
5,880

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（保健）健康まつり事業用テーブルクロスシートの購入にかかる経費の支出について
23,814

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
47,600

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
39,960

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売等）の支出について
3,720

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
236,720

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
800

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年９月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度健康づくり展げる講座における報償金の支出について（９月分）
17,200

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 「城東区在宅医療・介護連携マップ」作成及び印刷に伴う経費支出について（前期）
145,800

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
530,490

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
126,946

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
77,162

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
324,711

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当（施設入所者：平成２８年６月～平成２８年９月支払分）の支出について
110,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年９月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
617,070

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
292,609

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
11,664

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
286,230

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
103,394

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
176,010

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
371,304

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
5,847

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
457,135

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：10月～12月分）の支出について
1,041,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,875,174

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「よく噛んで、味わって！」のリーフレット印刷にかかる支払いについて（保健）
10,584

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
3,888

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　城東区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
60,000
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城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
2,497

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
574

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
164

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
766

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
2,542

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
49,499

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
11,836

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
492

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
31,094

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（９月分）の支出について
92

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
385,516

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
476,719

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１１月分）
28,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１１月分）
14,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１１月分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
503,927

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
381,111

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売）の支出について
2,200

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
109,588

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１１月分）
100,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１０月  ２回目分）
2,800,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１１月分）
1,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
225,100

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（平成28年10月分）
2,641,950

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
194,514

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№8）
265,500

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成28年9月分）
660

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成28年8月分)
1,940

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（平成28年9月分）
430,264

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（平成28年9月分）
53,031

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
32,380

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
60,300

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
537,139

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
90,443

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育てするなら城東区推進会議に係る講師謝礼の支出について（9月29日実施）
29,640

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
8,116

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
3,034

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
15,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
44,749

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
15,192

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
2,952

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年９月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助）の支出について（口座不能分）
18,878

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成28年9月分）
592

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
890

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
14,845

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
39,134

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
57,170



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
9,266

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（28年9月分）
5,784

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度城東区子育て支援情報誌「わくわく城東」発行業務委託にかかる委託料の支出について（第3四半期分）
360,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,841

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
146,472

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２８年９月支給決定分の支出について
24,651

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分　法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護の支出について
31,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
27,170

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助・生業扶助）の支出について
206,719

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１０月分　３回目）
1,500,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２８年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助・生業扶助）の支出について
2,667

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助・生業扶助）の支出について
9,470

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２８年１０月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・住宅扶助・医療扶助・生業扶助）の支出について
37,850

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２８年１０月分　３回目）
1,400,000

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２８年１０月決定分　就労自立給付金の支出について
49,207

城東区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画にかかる医師報償金の支出について（平成28年10月分）
11,360

鶴見区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（８月分）
4,000

鶴見区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（８月分）
68,033

鶴見区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（８月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課　８月分）
16,948

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,105

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
254

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,660

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

鶴見区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
936

鶴見区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成28年度指定都市区長会議への出席と同経費の支出について
64,680

鶴見区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成関連事業用　接遇・CS研修講師謝礼にかかる経費の支出について（９月分）
79,680

鶴見区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成関連事業用　接遇・CS研修講師謝礼にかかる経費の支出について（８月分）
40,680

鶴見区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度区政会議会議録調製業務にかかる経費の支出について（第2回全体会）
35,235

鶴見区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所地下１階男子トイレ和式大便器（１台）修理業務委託にかかる経費の支出について
41,061

鶴見区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（9月分）
939

鶴見区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（9月分）
7,632

鶴見区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
10,881

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,238

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区一般管理経費　大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務に係る経費の支出について（９月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　窓口サービス課（保険年金）用受付番号発券呼出機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
18,360

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　AED（自動体外除細動器）セット一式長期継続借入にかかる経費の支出について（９月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
285,017

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
212,784

鶴見区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,445

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　トナーカートリッジほか４点の買入にかかる経費の支出について
266,220

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（９月分）
16,209

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（９月分）
9,042

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,546

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
12,042

鶴見区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　宿直用寝具類一式の借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,720
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鶴見区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所正面玄関自動ドア補修業務委託にかかる経費の支出について
349,920

鶴見区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（９月分）
426,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事務用消耗品購入経費の支出について
18,349

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成２８年度青少年健全育成事業用「鶴見区青少年カーニバル」におけるチラシ及びポスター作成に係る経費の支出について
62,640

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（４月～７月分）
3,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
1,424

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
1,796

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
4,412

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
619

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
353

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成28年8月分）
381

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域活動協議会支援事業に係る地域広報紙集の制作及び同経費の支出について
83,160

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 発達障がいサポート事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
80

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（8月分）にかかる報償金の支払いについて
5,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業（青少年活動発表用）消耗品（コーティングバック外２４点）に係る経費の支出について
109,215

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会支援事業に係る紙袋購入経費の支出について
13,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業用「青少年カーニバル」における缶バッチの作成業務に係る経費の支出について
70,200

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債受領における市内出張交通費の支出について（平成28年9月分）
960

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見区青少年育成事業（世界にはばたく人材の育成事業「つるみで異文化交流」）における報償金の支払いについて（8月分）
40,500

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災事業用平成２８年度鶴見区震災訓練～安全・安心フェスタ～における参加者レクリエーション保険の支出について
26,910

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災事業用　地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
17,400

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成28年9月分）
6,112

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 附設会館管理運営経費用大阪市立鶴見区民センター吸収式冷温水機真空漏れ調査業務経費の支出について
598,778

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 附設会館管理運営経費用大阪市立鶴見区民センター吸収式冷温水機真空漏れ調査業務経費の支出について
168,886

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（学校選択制希望調査票回収用）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
107,282

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用(学校選択制）後納郵便料の支出について（９月分）
1,582

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用（人権）後納郵便料の支出について（９月分）
840

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課事務用（青少年）後納郵便料の支出について（9月分）
2,770

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（9月分）にかかる報償金の支払いについて
15,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全対策事業　配布ビラ用紙購入経費の支出について
15,719

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用区震災訓練実施にかかる物品購入経費の支出について
82,789

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分
1,394

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分
714

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分
738

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立鶴見区民センター管理運営業務にかかる委託料の支払いについて（第２四半期分）
15,664,290

鶴見区役所 地域活動支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分
912

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成28年10月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成28年10月分）の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の１０月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費住民情報事務用コピー代金（８月分）の支出について
30,606

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（８月分）
106,689

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（８月分）
2,391,782

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用ライフイベント記念品購入経費の支出について
181,440

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２８年１０月２１日支払）
54,598

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２８年１０月２４日支払）
224,001
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　住民情報ボイスコール用ロール紙購入経費の支出について
67,392

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
9,208

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
78,404

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
47,166

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　管理）
587,300

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
31,452

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
51,208

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
29,289

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（９月分　保険）
74,852

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍事務用（広域証明発行システム用）基本使用料等の支出について（９月分）
3,815

鶴見区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（９月分）
79,216

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 自立支援事務用コピー代金（８月分）の支出について
44

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
171,199

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
28,100

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる学校給食費、教材費、校外学習費の支出について（平成28年4～8月分）
501,017

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
256,902

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
669,990

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　１０月分）の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　１０月分）の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
333

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
237

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
2,758

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
562

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（８月分）の支出について
3,911

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成27年12月分、平成28年6～8月分）
417,828

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
97,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について
11,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
50,332

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる長期入院者診療報酬の支出について
90,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（平成28年7～8月分）
64,038

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
36,930

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
65,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,250

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
186,022

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
9,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
36,584

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
33,588

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
35,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月12日支払）
167,339

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（10月12日支払）
102,612

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業用業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期分）
6,736,654

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（８月分）の支出について
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
455,912

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
330,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（８月分）の支出について
560

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「すこやか大阪２１」啓発用チラシ及び「食育」啓発用リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
12,400
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鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 「すこやか大阪２１」啓発用チラシ及び「食育」啓発用リーフレットの印刷にかかる経費の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成28年10月請求分）
80,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（８月分）の支出について
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（８月分）の支出について
920

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
4,626

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
42,477

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
43,826

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について
290,351

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２８年度９月分)
248,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
56,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる校外活動費、教材費の支出について（平成28年8月分）
74,790

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当未支払分の支出について（平成28年10月請求分）
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について（平成２８年度８月分）
24,128

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
135,401

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用鶴見区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
42,830

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
18,230

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
111,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
84,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
48,176

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務所運営費用社会福祉実習指導者講習会受講にかかる経費の支出について
2,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業用「高齢者認知症啓発物品（認知症高齢者見守り用反射シール）」の購入にかかる経費の支出について
90,720

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 安心して子どもを育てる地域づくり事業用　第8回「鶴見区子ども安全大会」における参加者レクリェ―ション保険にかかる経費の支出について
15,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 福祉事務所運営費用社会福祉実習指導者講習会受講にかかる経費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
691,580

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
12,888

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
1,759,189

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
30,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
271,513

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 11月分生活保護費の支出について
8,457,567

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 11月分生活保護費の支出について
5,090,302

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 11月分生活保護費の支出について
131,690

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 11月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 11月分生活保護費の支出について
220,150

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　１０月分の支出について
911,050

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくりひろげる講座にかかる講師謝礼について（9月29日）
9,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
7,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
4,729

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
507

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
20,782

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
968

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度9月分　2回目)
3,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
51,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
52,550

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
23,745
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鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る母子福祉貸付金の支出について（第３四半期）
1,131,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度9月分)
1,830

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度9月分)
840

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
2,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
328

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
7,134

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
7,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者支援事務に係る後納料金（受取人払）郵便料（９月分）の支出について
2,134

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
6,980

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
160,715

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
39,292

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
36,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
37,977

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
151,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
25,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
1,908

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,521

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度9月分)
600

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
410

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
3,452

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度9月分)
1,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
2,788

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
1,624

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用９月分コピー料金の支出について
8,741

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
28,966

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
60,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
738

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
62,847

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（10月28日支払）
221,956

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
5,656

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
10,462

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
994

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度9月分)
25,638

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
492

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度9月分)
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（９月分）の支出について
3,708

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
110,501
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鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
127,978

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（9月分）
4,223

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 9月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
255,232

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 9月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
26,504

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(平成28年度9月分)
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２８年度９月分)
230,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
5,546

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
19,482

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
410

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
656

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
20,882

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
2,820

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（９月分）
5,762

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
8,274

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
7,592

鶴見区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
986

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用カラーマルチペーパー外１５点の購入経費の支出について
44,820

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年４月号～平成29年３月号）全戸配布業務委託にかかる経費支出について（９月号分）
556,200

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動事業にかかる栽培用消耗品（ビニールハウス外９点）の購入について
294,300

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動事業にかかる水道メーター等の購入経費の支出について
251,939

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 鶴見魅力創造事業『TSURUMIウィンターフェスティバル』及び『スプリングフェスティバル』企画・運営業務委託にかかるプロポーザル選定委員謝礼金の支出について
21,860

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用コピー代金（８月分）の支出について
5,284

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見魅力創造事業用｢つるみワールドフェスタ｣告知用ポスター・チラシの印刷及び同経費の支出について
56,700

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見魅力創造事業｢鶴見区民まつり｣貸切バス運行業務委託および同経費の支出について
185,760

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用「鶴見区マスコットキャラクター」シール印刷業務及び同経費の支出について
164,160

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成28年経済センサス活動調査にかかる調査員報酬の支出について（追加分）
9,610

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動事業にかかる物置等の購入経費の支出について
196,516

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 広報事業用鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ（２体）洗濯請負業務及び同経費の支出について
48,600

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について（10月号分）
60,798

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成28年経済センサス活動調査にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
600

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
5,120

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用鶴見区民まつりにおける鶴見区マスコットキャラクター着ぐるみ演技業務委託及び同経費の支出について
13,824

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
66,619

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（10月号分）
293,436

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金および平成28年経済センサス活動調査事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
2,296

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金および平成28年経済センサス活動調査事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
140

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年４月号～平成29年３月号）全戸配布業務委託にかかる経費支出について（10月号分）
556,200

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用コピー代金（９月分）の支出について
404

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年経済センサス‐活動調査事務用及び広聴事務用コピー代金（９月分）の支出について
1,582

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）概算印刷にかかる経費支出について（10月号分）
505,828

鶴見区役所 魅力創造課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 平成28年経済センサス‐活動調査事務用及び広聴事務用コピー代金（９月分）の支出について
7,297

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度大雨洪水警報発令の対応に係る深夜交通費（９月１９日）の支出について
2,840

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度阿倍野区区政会議第３回まちづくり部会の議事録作成経費の支出について（８月２９日開催分）
35,424

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度阿倍野区区政会議第３回安全・安心部会の議事録作成経費の支出について（９月２日開催分）
26,568

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用保健福祉センターレントゲン室外１件空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
118,800

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用簡易専用水道定期検査の実施にかかる費用の支出について
8,100

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
2,581
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阿倍野区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
19,504

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（９月分）
33,400

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
353,160

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年９月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度阿倍野区役所宿日直用寝具の借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
9,720

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　建物修繕料 保健福祉課(保健)業務用総合福祉システム用プリンタの増設に伴う電源増設業務にかかる経費の支出について
35,640

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（平成28年9月分）
10,238

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度個人番号カード交付事務業務用什器借入にかかる経費の支出について（９月分）
57,960

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策職員住宅の賃借料の支出について（平成２８年１１月分）
76,000

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
38,010

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（平成28年9月分）
274,039

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課等事務用阿倍野区役所庁内情報利用プリンタ一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
10,843

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成25年度契約分）（平成28年9月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度契約分）（平成28年9月分）
2,028

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用等 後納郵便料金の支出について（９月分）
2,210

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用等 後納郵便料金の支出について（９月分）
7,640

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用等 後納郵便料金の支出について（９月分）
345

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
492

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
7,708

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（９月分）
78,452

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（９月分）
4,354

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第２回区政会議（全体会）の議事録作成経費の支出について（１０月６日開催分）
44,280

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（７～９月分）
63,277

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度阿倍野区役所産業廃棄物（汚泥）処理業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（１回目）
6,220

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物処理業務委託所要経費の支出について（７～９月分）
45,603

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 阿倍野区役所正面玄関スロープ床タイル修繕にかかる経費の支出について
44,884

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年１０月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,216

阿倍野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年１０月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,815

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（８月分）
24,040

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分1回目)
4,037

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分1回目)
2,154

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業用　小ホール親子室空調設備修繕業務にかかる経費の支出について
398,520

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分1回目)
320

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分1回目)
164

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市立阿倍野区民センター管理運営業務委託料にかかる経費の支出について（第３四半期分）
11,183,520

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分2回目)
328

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業用ＰＲうちわ購入にかかる経費の支出について
137,700

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度阿倍野区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（９月分）
300,960

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　阿倍野区コミュニティ育成事業にかかる経費の支出について（第３回目）
1,281,614

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
411,642

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
423,869

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あべの筋魅力づくり事業における阪堺電気軌道上町線軌道敷の芝生維持管理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（９月分）
259,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
194,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２８年９月分）
43,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
21,506

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,755

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
1,678
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阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
92

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業用　阿倍野区防災ジュニアリーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について（追加４名分）
2,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成28年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙『広報あべの』配付業務委託」にかかる経費の支出について（10月号）
94,779

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あべの　つながりフェスタ」用ポスター作成にかかる経費の支出について
7,292

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あべの　つながりフェスタ」用ポスター作成にかかる経費の支出について
8,363

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あべの　つながりフェスタ」用ポスター作成にかかる経費の支出について
18,905

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策事業にかかる後納郵便料金(平成２８年９月分）の支出について
3,478

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策事業にかかる後納郵便料金（返信用封筒料金 平成２８年９月分）の支出について
990

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのつながりフェスタにかかる賠償責任保険料の支出について
3,750

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのつながりフェスタにかかる賠償責任保険料の支出について
1,250

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外４事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
509

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外４事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
3,406

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外４事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
1,500

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外４事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
1,568

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制事務にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
78,570

阿倍野区役所 企画調整課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外４事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２８年９月分）
2,451

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２８年１０月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２８年１０月分）
420,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る１０月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る１０月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金））
5,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２８年１０月分）
100,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成28年８月分）
55,067

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成28年８月分）
3,569,813

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成28年８月分）
286,317

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年１０月分）
883,585

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分）
1,041,983

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２８年１０月分）
100,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分）
35,249

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分・２回目）
22,191

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
110,391

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金・管理）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
14,139

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,792

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金・管理）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
14,815

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
88,807

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金・管理）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
8,188

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
106,541

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分・３回目）
51,876

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険年金・管理）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,500

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
86,650

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月20日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
95,160

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成28年9月分）
475,504

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
31,006

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度区民サービス課（住民登録・戸籍）後納郵便料の支出について（９月分）
93,585

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年１０月分・２回目）
404,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分・４回目）
120,016

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２８年１０月分・３回目）
100,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分・６回目）
7,490
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阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２８年１０月分・５回目）
5,992

阿倍野区役所 区民サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
49,136

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市阿倍野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第3四半期）
1,023,849

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
70,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
146,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２８年１０月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２８年１０月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
61,144

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
17,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
17,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年９月）
199,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのちょこっとウォーキング市民活動行事保険料(10月9日実施分)の経費の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,667

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
27,667

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,434

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,896

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
26,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
72,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
103,074

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年９月）
230,472

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（９月分）
113,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張旅費の経費の支出について（７月分）
2,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,912

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,489

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,166

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
421,824

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,208

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,472

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
37,066

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
20,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
22,668

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
75,028

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
3,816

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
10,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
6,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
3,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年９月）
221,976

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２８年９月）
78,871

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（９月分）
24,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育て支援事業にかかる第２回アドバイザー連絡会議の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
20,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
44,045

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年４～７月分）
128,417

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
25,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座（9月12日実施）の講師報償金の支出について
9,240
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,920

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
106,870

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（9月分）
3,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
4,868

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
148,702

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
101,928

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
21,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
8,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
24,090

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年９月）
199,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年９月）
201,456

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（９月分）
8,580

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業にかかるピアカウンセリング（９月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
2,538

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,014

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
41,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
208,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
17,409

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２８年９月）
16,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修および福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成２８年９月）
22,537

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
4,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
19,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年１０月）
213,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
820

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（９月分）の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
2,541

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
6,994

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
363,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の要保護世帯向け不動産担保型生活資金利用に関する不動産鑑定等費用にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
287,638

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年９月分）
16,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
213

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
298

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２８年９月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
119,457

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
12,314

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
156,241
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,139

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,192

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,008

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,686

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,254

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
124,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年９月）
7,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
25,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員・児童委員一斉改選地区準備会にかかる施設使用料の支出について（平成２８年９月）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,875

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,610

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
154,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年９月分）
119,467

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
133,390

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
266,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の保育所一斉入所事務説明会にかかる市内出張交通費の支出について（８月分）
760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成28年度母子福祉貸付金（第3四半期）の支出について
909,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成28年度寡婦福祉貸付金（第3四半期）の支出について
324,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（９月分）
252,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　阿倍野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（10月分）
210,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
1,004,298

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
37,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
18,198

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
341,869

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
66,973

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
177,765

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年10月分法第78条の２に基づく申請による徴収にかかる生活扶助費の支出について
26,205

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
3,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座（8月30日、9月23日実施）の講師報償金の支出について
18,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２８年１０月支払分）
3,661,344

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２８年１０月支払分）
297,823

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護受給者面談にかかる出張旅費の支出について
5,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
35,370

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
468,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
19,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
20,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
23,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
61,259

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２８年１０月支払分）
437,497

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（９月分）
172,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（９月分）
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
4,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
176,040
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成28年11月定例・随時払分）
21,130,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成28年11月定例・随時払分）
11,060,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成28年11月定例・随時払分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年９月分）
365,312

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成28年11月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
27,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料及び検診料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
12,110

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成28年11月定例・随時払分）
700,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２８年１０月）
444,097

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（９月分）
367,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２８年１０月分）
1,624,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,995

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
85,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
15,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,949

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
80,224

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
22,259

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,439

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
7,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
49,518

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
2,894

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成２８年９月）
22,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費と通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
4,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
21,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（１０月号分）
21,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
410

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
1,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
1,722

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
902

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,552

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）にかかる住宅改修費給付事業経費の支出について
250,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,810

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
2,220

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成28年９月分）
29,848

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
122,760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
7,313

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
93,658

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
21,960

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
44,129

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
6,724

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
5,038

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
8,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
500
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
574

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,518

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
7,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
14,279

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
10,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
8,921

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分②）
2,328

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
30,570

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,996

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,344

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,970

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
2,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
198,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
22,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
9,019

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
23,421

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
156,263

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
41,195

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,804

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
392

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
2,762

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分①）
10,225

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成28年10月支払分）
100,941

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
14,842

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
76,521

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写料の支出について（９月分）
3,444

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
23,029

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座（9月30日実施）の講師報償金の支出について
9,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング等一時保育にかかる市民活動行事保険料（平成２８年１１月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について
66,128

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
143,932

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
42,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
61,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,581

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
11,020

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
186,230

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
147,770

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
126,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２８年１０月）
133,740

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年１０月）
118,465

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（９月分）
1,310

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座(10月12日実施)にかかる講師報償金の支出について
9,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成２８年９月請求分）の支出について
14,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年度１０月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年度１０月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２８年１０月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）平成２８年１０月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
120,766

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
1,630

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年度９月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
125,885

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年度８月分　国民健康保険事業における出産育児一時金の支出について
31,990

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
26,300

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 平成２８年度９月分　国民健康保険事業にかかる高額療養費の支払いについて
14,262

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 平成２８年度９月分　国民健康保険事業にかかる高額療養費の支払いについて
1,966

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年度９月分　国民健康保険事業における出産育児一時金の支出について
37,825

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（９月分）の支出について
111,344

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（料金受取人払・９月分）の支出について
76,533

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
8,249

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
29,346

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
108,041

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
36,571

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
620,512

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　１０月分）
131,732

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
36,406

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
66,190

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
106,236

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
7,957

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
3,410

住之江区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
13,914

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用１０月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用１０月分）の支出について
60,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月05日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・私立短期大学）
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
6,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度市長審判請求にかかる報酬助成の支払いについて（Ｈ２６－Ｎｏ．７　平成２７年６月９日～平成２８年６月３０日分）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支払いについて（H27-12 No.122）
5,400

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南港子育て広場での地域健康講座における講師謝礼金の支出について（９月実施分）
7,350

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第１０号）にかかる経費の支出について
270,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領委任方式）
482,840

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（9月2回目支給決定分）
61,053

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について（9月2回目支給決定分）
17,911

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（９月分）
49,780
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住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年度　歯科健康相談事業報償金の支出について（９月分）
31,190

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（9月2回目支給決定分）
195,719

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当随時払い（平成２８年１０月支払分）にかかる支出について
80,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について（9月2回目支給決定分）
51,852

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座の講師報償金の支出について（9月16日実施分）
9,260

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,184

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,880

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,668

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,208

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
475

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,530

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,200

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
8,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
1,500

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
17,100

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
3,100

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
7,108

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
1,100

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）にかかる事務用品の購入経費の支出について
6,100

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子施設入所者にかかる検討会議出席交通費の支出について（長野市美和荘）
22,660

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
510

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
650

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金　窓口支給分の支出について（１０月分）
180,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,320

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,680

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,730

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
5,210

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,370

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
720

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
740

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,390

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
620

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育啓発用チラシの印刷にかかる経費の支払について
38,880

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
4,670

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
2,680

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
330

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
15,530

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
9,280

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,770

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
59,400

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
84,430

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
11,650

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
8,086

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
1,470

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
420
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住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
101,446

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
21,190

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事業用いきいき百歳体操おもりカバー購入に伴う経費の支出について
24,701

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２８年９月分）の支出について
1,156

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（９月分）
451,740

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかるレインボーカード購入経費の支出について（第２四半期分）
65,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（８月分）
1,356

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（８月分）
7,275

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）長期借入にかかる支出について（９月分）
29,916

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,213,520

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（８月分）
1,800

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（１０月分）
1,648,250

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
243,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ９母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １０母子福祉貸付金の支出について（修学資金・専修学校（専門課程）・第３四半期）
124,800

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １１母子福祉貸付金の支出について（修学資金・専修学校（専門課程）・第３四半期）
159,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ７母子福祉貸付金の支出について（修業資金・第３四半期分）
204,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ８母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ５母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ４母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 １母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
150,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ６母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期【平成26年4月支給開始分】）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ３母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 ２母子福祉貸付金の支出について（修学資金・私立大学・第３四半期【平成25年4月支給開始分】）
162,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用お茶の購入費用の支出について（延べ２００名分）
14,256

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
1,750

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
3,339

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
2,228

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
1,040

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
2,720

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
3,510

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
2,296

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
29,265

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
410

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
4,605

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
6,770

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
23,334

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
830

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
1,916

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（９月分）
4,768

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（９月分）
92

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
820

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
2,469,190

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間用記念品等（タオルセット及び紙袋）の経費の支出について
31,726
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住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
8,067

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 見守りあったかネット事業の業務委託経費の支出について（第２四半期分）
1,643,380

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品等（マルチパネル等）の購入に伴う経費の支出について
20,628

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（南港）
80,970

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年度乳幼児健診等報償金の支出について（９月分）（分館）
305,790

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座の講師報償金の支出について（9月30日実施分）
9,580

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品等（マルチパネル等）の購入に伴う経費の支出について
11,124

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成費の支出について（10月1回目支給決定分）
1,234,470

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について（10月1回目支給決定分）
548,499

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（10月1回目支給決定分）
254,810

住之江区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について（10月1回目支給決定分）
12,157

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報利用端末接続用液晶ディスプレイの購入にともなう経費の支出について
260,820

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 咲洲地区７避難所用備蓄食料パン缶詰買入にかかる経費の支出について
210,470

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働スペース「きずなステーション」管理運営業務　業務委託料の支払いについて(８月分)
185,250

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
972

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
39,431

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
9,000

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
2,862

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
28,270

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（９月分）の支出について
1,400

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務参考用朝日新聞及び日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（平成２８年４月～９月分）
51,276

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小・中学生の学習意欲向上事業用参考図書の購入にかかる経費の支出について（加賀屋小学校分）
4,860

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度９月分）
138,213

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用汚物圧縮保管袋セット買入にかかる経費の支出について
95,472

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託料の支出について（9月分）
22,680

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
9,542

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度９月分）
273,758

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,028

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２８年９月分）について
22,104

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館自動ドア保守点検業務にかかる委託料の支出について(平成２８年４月～平成２８年９月分）
19,440

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２８年９月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２８年９月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
515,100

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成28年10月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
44,415

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期継続）料の支出について（9月分）
34,560

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入料の支出について（9月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用備蓄物資　簡易トイレ処理剤セット買入にかかる経費の支出について
223,236

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立住之江会館管理運営業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
4,625,000

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算契約）料の支出について（9月分）
8,065

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（９月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発事務にかかる後納郵便料金（９月分）の支出について
7,038

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
240

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
240

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
6,920

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
246



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
3,032

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
1,622

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用（区民モニター受取人払）後納郵便代金（９月分）の支出について
31,234

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
400

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（９月分）の支出について
564

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２８年９月分）
1,230

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ)
10,750

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
810

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（９月分）
90,691

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる費用の支出について（平成２８年１０月～平成２９年３月分）
5,190,000

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内サービス事業運営業務委託料の支出について（９月分）
575,137

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２８年９月分）にかかる支出について
5,130

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市住之江区における新たな地域コミュニティ支援事業の業務委託料の支出について（平成28年10月～平成29年3月）
10,106,500

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成28年10月号）の配布業務及び配布先宅の見守り業務（概算契約）にかかる経費の支出について
449,028

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働スペース「きずなステーション」管理運営業務　業務委託料の支払いについて(９月分)
185,250

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
312,312

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整・研修等にかかる市内出張等交通費（平成28年8月分）の支出について
42,914

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区一般事務用トナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
370,062

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
19,204

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区防災マップデータ作成業務にかかる経費の支出について
64,800

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（２８年９月分）の支出について
7,630

住之江区役所 政策推進室 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（２８年９月分）の支出について
51,913

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
313,200

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
452,130

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
33,480

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
35,650

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
420

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における長期入院患者に係る診療報酬の支出について
44,640

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
405,914

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
74,210

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
7,860

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
560,710

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
246,446

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２８年８月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
20,000

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
7,452

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
34,160

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２８年７月・８月分）
480

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２８年７月・８月分）
1,680

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２８年７月・８月分）
3,340

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年10月分生活保護法第78条の2に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
188,979

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
415,165

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
924,556

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
113,910

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
262,519

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
67,600

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
12,355
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住之江区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
876,988

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
13,770

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
22,140

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
20,949

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
176,465

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
8,220

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）
508,981

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）【料金受取人払】
5,277

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（９月分）【料金受取人払】
15,793

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
260,820

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
108,000

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
306,654

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
649,416

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
658,450

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
34,560

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
31,160

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
70,686

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
632,692

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
27,650,159

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
13,116,860

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
378,570

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について２
108,000

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について２
607,834

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
300,000

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（１１月払い分）
386,030

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
116,158

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
99,600

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
17,900

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
139,500

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
147,255

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（９月分）
36,476

住之江区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,080

住吉区役所 総務課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時動員による参集にかかる出退勤用タクシー代の支出について
2,120

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
17,000

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
3,855

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
940

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
10,800

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（９月分）
14,860

住吉区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 報償費　報償金 参議院議員通常選挙にかかる民間事務従事者報償金の支出について
11,900

住吉区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電話台ほか８点の購入及び同経費の支出について
206,798

住吉区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(９月分)
695

住吉区役所 総務課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成２８年経済センサス－活動調査にかかる指導員報酬の支出について
351,360

住吉区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第24回参議院議員通常選挙にかかる期日前投票所の投票管理者及び立会人報酬の支出について
536,456

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用産経新聞の買入に係る経費の支出について（７～９月分）
12,111

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（９月分）
524,377
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住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　混合廃棄物収集運搬及び処分業務の実施と同経費の支出について
198,720

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用高速プリンター保守業務にかかる経費の支出ついて（９月分）
11,250

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
190,427

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について（９月分）
48,492

住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（９月分）
4,823

住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長災害用住宅にかかる賃借料（11月分）の支出について
58,000

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用大阪日日新聞の買入に係る経費の支出について（７～９月分）
6,150

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
236,551

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（９月分）
125,059

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
6,374

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（９月分）
501,390

住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(９月分)
820

住吉区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
604

住吉区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
8,763

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（９月分）
1,306,959

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について（９月分）
15,390

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（９月分）
4,570

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区民センター自動扉開閉装置保守点検整備業務に係る経費の支出について（７～９月分）
72,900

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所自動扉開閉装置保守点検整備業務に係る経費の支出について（７～９月分）
64,800

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
409,082

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入の実施及び同経費の支出について（１０月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
43,269

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入の経費の支出について（９月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
16,200

住吉区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（９月分）
16,209

住吉区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（10月分　１回目）
9,960

住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（９月分）
27,841

住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(10月分)
697

住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（９月分）
3,815

住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度８～９月開催各種会議にかかる会議録作成業務に係る経費の支出について
166,320

住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立住吉区民センター施設管理運営業務に係る経費の支出について（第２四半期）
12,552,450

住吉区役所 地域課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用腐葉土外１５点の購入に係る経費の支出について
236,088

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（９月分）
19,926

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払基金の繰入について（９月分）
2,076

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（９月分）
2,443

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（９月分）
3,032

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域安全防犯対策事業　小口支払基金の繰入について（９月分）
6,274

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金（９月分②ー２）の繰入について
328

住吉区役所 地域課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金（９月分②ー１）の繰入について
600

住吉区役所 地域課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ事業用　防犯カメラ用ＳＤＨＣカードの購入に係る支出について
152,280

住吉区役所 地域課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 関電柱設置済み防犯カメラ一式の移設業務委託の経費支出について
54,000

住吉区役所 地域課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
33,264

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
2,371

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（９月分）
3,775

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（９月分）
5,819

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（受取人払い９月分）
3,997
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住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（９月分）
9,738

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務の経費支出について（９月分）
641,477

住吉区役所 地域課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（９月分）
1,872

住吉区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（９月分）
18,553

住吉区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について（９月分）
37,356

住吉区役所 地域課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費支出について（８月・９月分）
269,600

住吉区役所 地域課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　啓発用「防犯ステッカー２点」の購入にかかる経費の支出について
129,600

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（穿孔パンチ外９点）の購入及び同経費の支出について
26,060

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
10,841

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（８月分）
4,877

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（両開書庫）の購入経費の支出について
152,776

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（ミーティングテーブル外１点）の購入経費の支出について
66,225

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（８月分）
99,254

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の経費の支出について（８月分）
3,275,521

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
94,456

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（パーテーション外４点）の買入及び同経費の支出について
294,840

住吉区役所 住民情報課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（パーテーション外1点）の購入及び同経費の支出について
114,372

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（８月分）
20,289

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（10月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（平成28年10月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
72,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
24,304

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（８月分）
12,236

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
34,528

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
26,046

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
270,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,624

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,900

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,240

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,480

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
2,246

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
3,960

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（９月分－２）
13,338

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
95,180

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
8,880

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,658

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
74,489

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
151,650

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,930

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
1,000,693

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
358,080

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２８年９月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年９月分歯科健康相談事業用報償金の支出について
31,190

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
198,405

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
51,618
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住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２８年９月支給決定分）
14,986

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２８年９月分）
560,990

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
540

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
738

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
42,013

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
514,722

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
116,698

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
14,306

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業（介護予防）にかかるリーフレットの印刷について
39,960

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
6,368

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（９月分）小口支払基金の繰入について
10,200

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
28,730

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
315,448

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
58,060

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
100,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
330,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
67,630

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
118,800

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
56,400

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
67,640

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
303,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
243,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
324,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
162,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
383,400

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（後期）１０月～３月分
318,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（後期）１０月～３月分
240,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度住吉区子ども・若者育成支援事業にかかる経費の支出について（第６回中間払い）９月分
577,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（10月分）
3,205,100

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
435,130

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
656

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,568

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
328

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成２８年９月分）
19,180

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
15,376

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
2,952

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２８年９月分）
9,040

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,236

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
656

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,610

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
25,378

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（転宅資金）
195,000
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住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（転宅資金）
250,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付用貸付金の支出について（第３四半期）１０月～１２月分
162,000

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 シュレッダ用裁断紙片袋 外１点の購入及び同経費の支出について
16,750

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,420,913

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,357

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
175,200

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
83,434

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
2,586

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
328

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
820

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
3,196

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
32,400

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
20,858

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
3,597

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
1,250

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
525

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
4,500

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
23,594

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
48,340

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
53,458

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
54,449

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
211

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２８年１０月支払分）
16,077

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（１０月分－１）
1,522

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
20,031

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年１０月支給決定分）
1,097,677

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,000,732

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
13,735

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
9,853

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
7,788

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
820

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年１０月支給決定分）
200,463

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２８年１０月支給決定分）
192,237

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２８年１０月支給決定分）
9,130

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（９月分）
10,224

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
139,901

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
17,958

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
2,460

住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
1,684

住吉区役所 企画課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（概算契約）（平成２８年４月号～平成２９年３月号）経費の支出について（9月号）
541,500

住吉区役所 企画課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度点字版「広報すみよし」製作及び送付業務（概算契約）委託契約の支出について（10月号）
152,193

住吉区役所 企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（10月号）
611,107

住吉区役所 企画課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度住吉区役所広報紙｢広報すみよし｣企画・編集業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）（概算契約）の支出について（10月号）
291,600

住吉区役所 企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託経費の支出について（１０月号）
64,493

住吉区役所 教育文化課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（すみよし歴史案内人の会）
12,400

住吉区役所 教育文化課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区文化観光振興事業　クリアファイル「来てよし観てよし住みよし区」作成業務経費の支出について
223,560
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住吉区役所 教育文化課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
14,002

住吉区役所 教育文化課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（９月分）
100,488

住吉区役所 教育文化課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事業用　市内出張交通費の支出について（９月分）
7,998

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（１０月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（１０月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
70,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（１０月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（９月支給決定分）
813,179

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（９月支給決定分）
800,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月04日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（９月支給決定分　２回目）
53,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（８月分）
13,234

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月05日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（９月支給決定分　２回目）
84,594

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月11日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
309,061

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
345,763

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・退職）
324

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（１０月支給決定分）
572,109

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（１０月支給決定分）
150,000

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
7,513

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
4,704

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
149,396

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・後納）
628,021

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（９月分・受払）
55,123

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(９月分)の支出について
110,133

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
43,441

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
201,412

住吉区役所 保険年金課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（９月分）の支出について
13,652

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（８月分）
32,828

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
78,590

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
96,860

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
115,487

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
6,720

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成２８年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）スクーリング経費の支出について
52,620

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,458,580

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
475,965

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
575,878

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
450,360

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
290,112

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
300,676

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
133,080

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
179,670

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
82,700

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
176,020

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
41,040

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
181,044

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（９月分）
10,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
139,226

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
114,895
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住吉区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
59,195

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
71,550

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
374,651

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
225,514

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
887,340

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
34,839

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
158,122

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
61,576

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用長期入院患者にかかる診察料の支出について
56,160

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
47,510

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９月分）
4,140

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
3,260

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（９月分）
7,390

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
1,147,441

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
298,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
271,643

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
58,207

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
56,321

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
41,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
23,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
80,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
800,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
507,882

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
5,400

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
10,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
1,500,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成28年11月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
1,547,996

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
83,416

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
717,760

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
144,028

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
1,617,250

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成28年９月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
159,729

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 生活保護事業用社会保障生計調査にかかる調査世帯手当の支出について（９月分）
17,000

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（９月分）
28,197

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成28年８・９月分)
673,209

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成２８年４月から９月分)
1,881,433

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成28年９月)
145,800

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
40,700

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
63,080

住吉区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第２四半期分）
1,563,500

東住吉区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成28年4月分）（総務課事務費）
15,396

東住吉区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区役所法律相談にかかる弁護士報酬の支払について（平成28年9月分）
10,800

東住吉区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用 公印の購入及び同経費の支出について
17,280

東住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
10,238
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東住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
32,113

東住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
387,288

東住吉区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・前期）
13,824

東住吉区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・前期）
18,360

東住吉区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用９月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,610

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用 FAX用トナーカートリッジほか1点買入れにかかる経費の支出について
22,464

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用交流無停電電源装置（ＵＰＳ）修繕（その２）にかかる経費の支出について
540,000

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,223

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
82

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（9月分）
449,280

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（9月分）
195,806

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所矢田出張所等機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（７月から９月分）
181,440

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（9月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（9月分）
4,620

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,127

東住吉区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,148

東住吉区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成28年9月分通信料金の支出について（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（９月分）
30,299

東住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成28年9月分電話料金の支出について（市内通話料）
25,561

東住吉区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成28年9月分電話料金の支出について（光回線）
330,756

東住吉区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支払について（７～９月分）
391,917

東住吉区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用東住吉区役所正面玄関風除室自動ドア修繕業務にかかる経費の支出について
48,600

東住吉区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成28年9月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,630

東住吉区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務室用パーティション買入にかかる経費の支出について
67,262

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年１０月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
840,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　１０月分支払資金（歳出マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
60,523

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
13,094

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
510,985

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
8,050

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月12日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２８年１０月支払分）
304,194

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用の切手購入にかかる経費の支出について（平成28年度10月購入分）
15,600

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
700,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
844,160

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２８年１０月支払分）
433,549

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東住吉区役所電子レジスター保守業務にかかる経費の支出について
77,760

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
15,626

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
97

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
856

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
24,809

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
3,745

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
2,014

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
108,554
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
8,695

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
34,163

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,084

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
970

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
12,888

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
1,530

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
19,200

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
585,283

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
10,195

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,067

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
43,817

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（７～９月分）
3,060

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
50,368

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
2,231

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
78,031

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
17,082

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２８年度９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
13,095

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２８年９月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
90,144

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
52,124

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
173,556

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,633,999

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
302,282

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
651,746

東住吉区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
17,570

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年4月～平成29年3月）（9月分）
98,732

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　第2回東住吉区区政会議にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,858

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度東住吉区区政会議及び部会の議事録作成業務にかかる経費の支出について(平成28年9月8日分)
31,347

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉ゆめ・まちフォーラム（平成28年9月22日分）にかかる報償費（交通費相当）
4,240

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 東住吉ゆめ・まちフォーラム（平成28年9月22日分）にかかる手話通訳料の支出について
10,000

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ガイド付きまちあるきツアー　駒川商店街近郊（平成28年10月23日）にかかる行事保険料の支出について
600

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（9月分）
443,847

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度９月分後納郵便料の支出について
6,743

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度９月分後納郵便料の支出について
854

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度９月分後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度９月分後納郵便料の支出について
5,972

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度９月分後納郵便料の支出について
1,382

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
181,579

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（9月分）
55,451

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉ゆめ・まちフォーラム（平成28年9月22日分）にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,858

東住吉区役所 政策推進課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ガイド付きまちあるきツアー　北田辺近郊（平成28年10月29日）にかかる行事保険料の支出について
600

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
144,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,445

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
87,612

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,489

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,068

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,978
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東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
51,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
142,757

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
58,880

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
21,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（平成２８年１０月期窓口支払分）の支出について
200,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（未支払請求分）の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,649

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
26,241

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
797,947

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
186,648

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,131

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,489

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
6,445

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
13,624

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
145,197

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
10,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
154,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
128,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第３回東住吉区障がい児・者自立支援フェスティバルにかかる行事保険料の支出について
5,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,512,089

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,970

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
18,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
4,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
89,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
33,512

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
469,422

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
551,443

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
118,658

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度東住吉区「みんなの健康展」啓発用物品の買入について
41,472

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
53,657

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
129,219

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
43,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる経費の支出について
270,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年４月分）
11,452

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年５月分）
3,290

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年４月分）
2,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年５月分）
4,730

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年５月分）
720

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年４月分）
1,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　小口支払基金の繰入について
2,041

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　小口支払基金の繰入について
9,698

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２８年９月分　小口支払基金の繰入について
9,454

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
90,809

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
204,360
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東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,108

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
133,369

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,139

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分　小口支払基金の繰入について
17,784

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 平成２８年９月分　小口支払基金の繰入について
1,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
13,140

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
91,370

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月14日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度第３四半期分母子福祉貸付金の支出について
881,280

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
648

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,089

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
9,904

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,124

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,020

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
216

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
16,978

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
143,932

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,489

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
213,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
453,888

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
122,660

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
16,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
692,965

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年９月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年９月分　妊婦教室にかかる報償金の支出について
11,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（第３回中間払い）
45,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
210,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
118,250

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
15,525

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
22,100

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
58,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
78,152

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
28,990

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
14,010

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,904

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,424

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,582

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,622

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
26,198

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
50,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
43,951

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分（3/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
5,898
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東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,826

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
10,216

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
21,720

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
95,087

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分（2/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
10,185

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分（1/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
20,906

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,328

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者へ贈呈する記念品（肩当て）購入代金の支出について
71,668

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 百歳高齢者へ贈呈する祝状用額縁購入代金の支出について
62,052

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２８年１０月分　小口支払基金の繰入について（１回目）
6,152

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２８年１０月分　小口支払基金の繰入について（１回目）
3,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
838

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
1,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察等洗濯にかかる経費の支出について（第５回中間払い）
864

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東住吉区みんなの健康展における食事診断用システム賃借にかかる経費の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年１０月分　小口支払基金の繰入について（１回目）
600

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
2,502

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２８年１０月分　小口支払基金の繰入について（１回目）
5,124

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年１０月分　小口支払基金の繰入について（１回目）
8,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
656

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
1,886

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
24,669

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
820

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２８年９月分の支出について
10,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
4,544

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
15,044

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 平成２８年９月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
16,157

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成２８年９月分）
436,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年９月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,754

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成28年度　住居環境健全化支援事業）
2,718

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
85,569

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,890

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
55,439

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,449

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
7,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
1,676

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
31,440

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,904

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,056

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
156,466

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
23,333

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（平成28年10月分）
1,634,200
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東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年７月分～９月分保健福祉課（介護）コピー料金の支出について
17,489

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
60,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
49,084

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
34,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
52,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
327,749

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成２８年度第２回アルコール依存症臨床医等研修の受講について
58,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
6,952

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
25,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（平成28年9月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 むし歯予防のためのブラッシング教室における講師謝礼の支出について（平成28年9月分）
9,860

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　「美と健康のためのウォーキング講座」にかかる講師謝礼の支出について（平成２８年９月分）
9,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（6回目）
251,851

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
10,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
35,330

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
15,050

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
7,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
141,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 女性のための健康講座「ママのための骨盤メンテナンス」にかかる講師謝礼の支出について（平成28年9月分）
14,620

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課５月分・組戻にかかる再支出）
360

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（第２四半期）の購入について
162,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・後期）
540

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報発令に伴う深夜帰宅時のタクシー料金（立替払分）の支出について（防災力向上事業）
8,130

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（9月分）について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（8月分）について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区人権啓発推進事業業務委託にかかる公募型企画コンペ審査委員会委員の報償金の支出について
39,894

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 カラープリンター修繕にかかる経費の支出について（区民企画課事務費）
74,736

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・前期）
12,960

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・前期）
8,830

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（10月分・前期）
1,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品購入費の支出について（7月申請分）（日用品等）
23,241

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区民ホール舞台設備（バック幕）修繕費用の支出について
297,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,900

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
4,456

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,562

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
3,170

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
7,940

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
492

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年9月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,500

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度9月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業
7,427

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東住吉区生涯学習推進事業にかかる発送物配達業務委託（概算契約）経費の支出について（9月分）（生涯学習推進事業）
2,268

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　郵便物受取人払にかかる後納料金の支出について（9月分）（学校選択制）
76,630

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「親子ヨガ遊び教室」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
6,200

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（9月分）
67,110
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東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成28年度　学校体育施設開放事業にかかる備品修繕費の支出について(5月申請分)(物置修繕)
118,152

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生涯学習推進事業「のびのび・ワクワク体験広場2016」にかかる賠償責任保険の加入について
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区小中学生人権標語コンクールにおける入選者への記念品購入にかかる経費の支出について（人権啓発推進事業）
18,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
3,000

東住吉区役所 区民企画課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立東住吉会館管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（東住吉会館管理運営）（第２四半期）
4,675,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
576

東住吉区役所 保護課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
4,470

東住吉区役所 保護課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（４月分）の支出について
9,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
76,110

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
237,891

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
97,200

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分　法７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
183,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
49,056

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
26,810

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
78,054

東住吉区役所 保護課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年８月分）の支出について
27,998

東住吉区役所 保護課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
4,300

東住吉区役所 保護課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
41,480

東住吉区役所 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
102,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
21,320

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分・後期）
7,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
229,810

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
158,760

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における不動産鑑定費用の支出について
209,174

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
45,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
337,006

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
68,040

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,010

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
20,480

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
30,580

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
393,341

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
232,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
113,825

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（第2四半期分）の支出について
30,600

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
80,352

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
43,432

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
68,156

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
49,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
74,075

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
30,800

東住吉区役所 保護課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
242,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養個室利用料の支出について（平成２８年８月）
50,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
42,660

東住吉区役所 保護課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
4,200

東住吉区役所 保護課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
16,606
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東住吉区役所 保護課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
30,630

東住吉区役所 保護課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分・前期）
1,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
81,700

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
91,010

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
194,480

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
92,958

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
120,629

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
481,060

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別障害者手当の申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
19,500

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
8,400

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
30,070

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
1,080

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
216,865

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
242,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
64,800

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
65,990

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年９月分）の支出について
68,374

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年９月分）の支出について
399,132

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年９月分）の支出について
234,403

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年９月分）の支出について
517,622

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年７月分、９月分）の支出について
281,939

東住吉区役所 保護課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
124,500

東住吉区役所 保護課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
21,200

東住吉区役所 保護課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
34,730

東住吉区役所 保護課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
13,920

東住吉区役所 保護課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
537,257

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
75,600

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
138,820

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
264,680

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
219,800

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
44,000,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
60,690

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
247,320

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
61,600

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
23,000,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
300,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２８年８月・９月分）の支出について
280,500

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
7,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
750,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
900,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
230,390
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東住吉区役所 保護課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２８年１１月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２８年９月分後納郵便料の支出について
8,544

東住吉区役所 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（９月分）
25,665

東住吉区役所 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２８年９月分料金受取人払郵便料の支出について
127,699

東住吉区役所 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２８年９月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２８年９月分後納郵便料の支出について
590,858

東住吉区役所 保護課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員推薦地区準備会にかかる会場使用料の支出について
10,500

東住吉区役所 保護課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（７～９月分）
40,065

東住吉区役所 保護課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（７～９月分）
20,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　事務用品の購入について
10,000

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　事務用品の購入について
7,323

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
17,500

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
12,960

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
11,940

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
5,640

東住吉区役所 保護課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
52,770

東住吉区役所 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における不動産鑑定費用の支出について
234,727

東住吉区役所 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
407,140

東住吉区役所 保護課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
234,340

平野区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年８月分）
2,100

平野区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月経済センサス分）
4,480

平野区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年７月経済センサス分）
1,680

平野区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用ドラムカートリッジほか１点の購入および同経費の支出について
358,992

平野区役所 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所加美出張所用インバーター関連部品交換作業経費の支出について
338,040

平野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の再支出について（平成２８年７月分）
420

平野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
20,682

平野区役所 総務課 平成28年10月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の再支出について（平成２８年度第２４回参議院議員通常選挙分）
360

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
880

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
31,708

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（平成２８年９月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について(平成２８年９月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（平成２８年９月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所および南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
10,260

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
668,520

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（視覚障がい者用）等の長期借入にかかる賃貸借料の支出について（平成２８年９月分）
19,116

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(平成２８年９月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
542,554

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
9,504

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター事業にかかるパソコン使用料の支出について（平成２８年９月分）
2,028

平野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
4,033

平野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所加美出張所機械警備業務にかかる所要経費の支出について（平成２８年９月分）
7,560

平野区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について（平成２８年９月分）
111,870

平野区役所 総務課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
4,174

平野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用蛍光灯ほか５点の購入経費の支出について
107,557

平野区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平野区役所窓口サービス課（保険年金）庁舎内用防犯カメラ購入経費の支出について
196,344
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平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
213,285

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（平成２８年１０月請求分）利用対象月９月
35,154

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所及び加美出張所・南部サービスセンターの市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（平成２８年１０月請求分）利用対象月９月
11,294

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎ほか１箇所にかかる清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
633,960

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成２８年９月経済センサス分）
11

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成28年9月分)
174

平野区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成28年9月分)
13,524

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（8月分）
47,092

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）１０月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）１０月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第２回役員会の出席にかかる出張費の支出について
29,240

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第２回役員会の出席にかかる出張費の支出について
29,240

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月6日支払分）
491,218

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成28年8月分市内出張交通費の支出について
2,560

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用ゴム印の購入並びに同経費の支出について
11,724

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月18日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成28年8月分市内出張交通費の支出について
1,200

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 窓口サービス課番号表示盤設備にかかる保守点検業務の実施及び同所要経費の支出について（第２回）
27,432

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 窓口サービス課マイナンバー事務用書庫の購入及び同所要経費の支出について
43,730

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課就学事務用通信運搬費（料金受取人払後納）の支出について（平成28年9月分）
99,037

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（10月25日支払分）
428,259

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（９月受付分・一般）
2,128,987

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２８年９月受付分）
1,150,000

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２８年９月受付分）
1,037,870

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（退職分）
16,689

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（９月分）
3,624

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（９月分）
128,319

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（9月分）
34,889

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２８年９月分）
98,181

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２８年９月分）
4,261,725

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２８年９月分）
332,414

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
9,338

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
34,484

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
94,384

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
2,744

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
123,224

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
975,681

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費等の返還金精算の支出について
3,819,981

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費等の返還金精算の支出について
995,385

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
66,997

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
129,550

平野区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成28年９月分後納郵便料の支出について
113,780

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用メッシュキャップほか３点にかかる購入経費の支出について（長吉六反地域活動協議会）
120,582

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度ひらちゃん講座「平野の古文書を読んでみよう」にかかる講師謝礼の支出について
10,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 古代市開催事業　タープテントの購入について
14,580

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用スリッパにかかる購入経費の支出について（平野地域活動協議会）
235,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険への加入及び同経費の支出について（追加応募分）
600

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業用　クサクリア外１２点購入経費の支出について
45,360
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平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防寒ジャケットにかかる購入経費の支出について（加美東地域活動協議会）
121,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度平野区人・愛・ふれあいプラザ事業の選定委員会にかかる講師謝礼の支出について
37,950

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
12,096

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
3,725

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
2,851

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
16,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
2,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
3,780

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
666

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青少年健全育成・非行防止推進事業　中学生親善キックベースボール大会における市民活動行事保険加入経費の支出について
5,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域安全防犯プロジェクト用　安全安心フェスティバルにかかる保険の加入にかかる所要経費の支出について
4,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２８年度ひらちゃん講座『加美あたりのいまむかし』にかかる市民活動行事保険加入経費の支出について
900

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（９月分）
700

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（区役所配備追加１台分）
600

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用避難訓練用蹴破り体験装置の購入にかかる経費の支出について
82,425

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
164

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
1,968

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
3,320

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
2,296

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
3,396

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
11,285

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
7,788

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（９月分）
82

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米にかかる購入経費の支出について（加美地域活動協議会）
51,516

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課空き家対策事業用住宅地図外１点購入経費の支出について
39,852

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用軍手ほか１点にかかる購入経費の支出について（瓜破西・瓜破北地域活動協議会）
66,798

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用安全靴及び協働型地域防犯・防災事業用安全靴（瓜破地域活動協議会）にかかる購入経費の支出について
4,698

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用安全靴及び協働型地域防犯・防災事業用安全靴（瓜破地域活動協議会）にかかる購入経費の支出について
4,698

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度平野区市民協働型自転車利用適正化事業「Do!プラン」用自転車シリンダー錠取付業務委託について（第3四半期分）
648,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト　コンプレッサー外８点の購入経費支出について
62,208

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米ほか１点にかかる購入経費の支出について（喜連西地域活動協議会）
103,356

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（７月分）
8,979

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度社会教育関係団体学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について
10,650

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（８月分）
63,655

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用クリアーホルダーにかかる購入経費の支出について（瓜破西地域活動協議会）
45,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用アルファ化米にかかる購入経費の支出について（新平野西地域活動協議会）
34,992

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度子育て子育ち応援事業にかかる講師謝礼の支出について
4,300

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業業務委託にかかる所要経費の支出について（第３四半期）
58,684

平野区役所 まちづくり協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市平野区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる所要経費の支出について（第３回目支払い分）
6,112,500

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
6,260

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
15,469

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
154,324

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
31,319

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
41,784
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平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
119,094

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
97,508

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
196,122

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
135,443

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
40,557

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
41,784

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
397,641

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２８年１０月分市立保育所消耗品費（特別保育）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２８年１０月分市立保育所消耗品費の支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,680

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
166,960

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,110

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年９月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費にかかる支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
21,125

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（８月分）
3,993

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,326

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
118,030

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,800

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,750

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月８月分）の支出について
740

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
97,183

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
96,558

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
374,364

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月８月分）の支出について
980

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座（壮年）「女性の健康力アップセミナー」にかかる講師報償金の支出について
9,240

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月８月分）の支出について
3,110

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費にかかる支出について
80,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（７月８月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
124,200

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２４号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２１号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者支援に係る専門相談における外部講師への報償金の支出について　　　　　　　　（第３回目９月分）
22,800

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
1,173,275

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
60,647

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
124,878

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
157,241

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,880

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,747

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
57,428

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２３号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
156,876
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平野区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
31,187

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
432,231

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
72,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度成年後見人等報酬助成の支出について
234,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
56,068

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２０号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の生活資金の支出について（第３四半期分）
240,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
324,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求にかかる費用の支出について（№28-2）
5,400

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者敬老訪問事業における記念品の購入の支出について
48,762

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,800

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,450

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,200

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,014

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,420

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
98,410

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２５号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,340

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,750

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
169,670

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,562

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,938

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
408

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 Ｈ２８年度コホート検討会参画医師報償金の支払について（９月実施分）
11,360

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第1四半期分）の支出について
16,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域福祉活動コーディネーター事業業務委託にかかる経費の支出について（第3四半期）
14,061,250

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度ひらの青春生活応援事業業務委託にかかる経費の支出について（第6回中間）
625,214

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　平野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（１０月分）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
133,910

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
324,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月21日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の技能習得資金の支出について（第３四半期分）
150,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業並びに児童虐待・DV防止対策事業用事務用品の購入経費の支出について
16,857

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業並びに児童虐待・DV防止対策事業用事務用品の購入経費の支出について
41,040

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について（10月25日開催分）
3,210

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
604,630

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
64,682

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
87,396

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
126,388

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
107,033

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
10,800

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成28年9月分　家族教室事業講師料の支出について
9,260
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平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成28年9月分　家族教室事業講師料の支出について
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金の修学資金（大学）の支出について（第３四半期分）
280,392

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成28年10月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,519,400

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
1,110,506

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,578

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置にかかる管外出張交通費の支出について（10月１日）
2,060

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（１０月分）
170,460

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
424,998

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（１０月分）
24,373

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
666

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
6,532

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
16,974

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
984

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
29,476

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
140,830

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
24,600

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１７号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１８号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第１９号）
191,448

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
36,000

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
7,992

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
89,795

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
86,648

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
42,172

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
9,200

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
76,331

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用９月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
58,216

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
135,518

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用９月分後納郵便料の支出について
30,108

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会にかかるお茶の購入及び同経費の支出について
7,009

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成28年9月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
895,720

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（９月分）
648,360

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成28年度平野区保健福祉センター各種保健事業にかかる白衣等洗濯業務委託契約（9月分）
16,718

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 「いきいき百歳体操大会」にかかる市民活動行事保険への加入及び同所要経費の支出について（11月1日開催分）
7,470

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
3,400

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
12,492

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
486,167

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
9,777

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
4,700

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
62,880

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
332,723



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
290,070

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
216,534

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
125,894

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
131,820

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
720

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
468

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
39,717

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
246

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業及び結核対策事業にかかる市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,180

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
820

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
8,230

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
738

平野区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
36,292

平野区役所 政策推進課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について(平成28年10月3日実施分）
138

平野区役所 政策推進課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について(平成28年10月3日実施分）
2,400

平野区役所 政策推進課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
335,253

平野区役所 政策推進課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について(９月号)
416,728

平野区役所 政策推進課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(９月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度一般事務費（政策推進課）にかかる事務用物品（油性マジック　外４６点）の購入経費の支出について
218,520

平野区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
984

平野区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
140

平野区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
23,953

平野区役所 政策推進課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（９月分）
654

平野区役所 政策推進課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（平成２８年９月分）
238,980

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
354,888

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（６・７・８月分）の支払いについて
62,516

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
12,050

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
238,202

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
19,040

平野区役所 生活支援課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
246,150

平野区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（６・８月分）の支払いについて
340,032

平野区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
11,750

平野区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
50,230

平野区役所 生活支援課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
250,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
169,959

平野区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
374,760

平野区役所 生活支援課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
628,315

平野区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
21,179

平野区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
44,640

平野区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　非指定医療機関診療報酬の支出について
2,500
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平野区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　障害児施設医療等にかかる食事療養費の支出について
29,760

平野区役所 生活支援課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
2,935,636

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
9,798

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
845,500

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
60,920

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
303,519

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
90,482

平野区役所 生活支援課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
4,303

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
293,198

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
24,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
112,136

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
34,245

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
280,643

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
97,980

平野区役所 生活支援課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
20,908

平野区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
138,489

平野区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
17,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
36,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
108,562

平野区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,420

平野区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
7,820

平野区役所 生活支援課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
43,360

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
302,400

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
39,620

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（８・９月分）の支払いについて
544,584

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
218,574

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
28,760

平野区役所 生活支援課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
359,709

平野区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
54,580

平野区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
196,410

平野区役所 生活支援課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
232,220

平野区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（６.９月分）の支払いについて
427,385

平野区役所 生活支援課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,710

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 庁内情報端末の有償修繕に係る所要経費の支出について
85,674

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
754,568

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
158,100

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
539,286

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
200,583

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
16,860

平野区役所 生活支援課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
151,290

平野区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（７、８、９月分）
872,297

平野区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（６、７、８、９月分）
351,275

平野区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（８・９月分）の支払いについて
374,700

平野区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
35,720

平野区役所 生活支援課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
222,888
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平野区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
503,677

平野区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
434,463

平野区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
26,338

平野区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
12,499

平野区役所 生活支援課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
75,200

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,253,134

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（７、８、９月分）
152,526

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
58,000,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
27,000,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
1,100,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
580,497

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
50,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
297,130

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
750,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
32,900

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
21,420

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
1,500,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２８年１１月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
7,380

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年８分）
2,640

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
1,122,680

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
19,700

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用住宅扶助金の支出について
8,000

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
55,370

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について
155,790

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
4,303

平野区役所 生活支援課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用葬祭扶助金の支出について
3,240

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（９月分）
104,102

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
8,342

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
19,500

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について
262,627

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（６・８・９月分）の支払いについて
584,597

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
10,990

平野区役所 生活支援課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
145,615

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
500,554

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
110,061

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　障害児施設医療等にかかる食事療養費の支出について
29,760

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（中絶にかかる費用）の支出について
208,870

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
114,080

平野区役所 生活支援課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
38,500

平野区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（９月分）の支払いについて
619,838

平野区役所 生活支援課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
4,100,542

西成区役所 総務課 平成28年10月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 参議院議員選挙用　市内出張交通費の支出について（平成２８年６～７月分）
14,898

西成区役所 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区庁舎維持管理用　事務用椅子購入経費の支出について
312,541

西成区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
350,000

西成区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
670,000
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西成区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
7,778

西成区役所 総務課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（１０月～１２月分）の支出（口座自動引落払い）について
3,896

西成区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年７～９月分）
3,310

西成区役所 総務課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（９月分）
416,998

西成区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所一般事務用　デジタル印刷機修繕業務の実施及び同経費の支出について
41,580

西成区役所 総務課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（10月号）
243,000

西成区役所 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成28年5月号～平成29年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号）
55,404

西成区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（８月分）
318,980

西成区役所 総務課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務委託（長期継続）の実施及び同経費の支出について（平成28年９月分）
135,559

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
10,238

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成２８年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（９月実施分）
272,000

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
8,113

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
334,560

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
27,381

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
667,521

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
56,376

西成区役所 総務課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
3,038

西成区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成28年度西成区合同庁舎機械警備業務に係る経費の支出について（９月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成28年度西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務に係る経費の支出について（９月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成28年９月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住民情報事務用　平成28年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について（９月分）
13,608

西成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
1,628

西成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（10月号）
339,908

西成区役所 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号）
282,540

西成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２８年９月分）
27,718

西成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎４階多目的トイレ修繕業務にかかる経費の支出について
17,280

西成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
184

西成区役所 総務課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
2,712

西成区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用ガス代（系統系）の資金前渡支出について（１０月～３月分）
25,000

西成区役所 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用電話代（専用回線）の支出について（１０月～３月分）
100,000

西成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（９月分）
2,328,379

西成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成２８年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（５～９月実施済分にかかる消費税）
64,320

西成区役所 総務課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　平成２８年度西成区役所庁舎清掃業務委託（定期清掃）経費の支出について（１０月実施分）
196,560

西成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への西成区広報紙「にしなり我が町」配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（10月号）
78,416

西成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,470

西成区役所 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
4,428

西成区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び市民協働課一般事務用　ラミネートフィルム外１６点の購入経費の支出について
19,483

西成区役所 市民協働課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び市民協働課一般事務用　ラミネートフィルム外１６点の購入経費の支出について
100,304

西成区役所 市民協働課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２８年８月分）
9,341

西成区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び緑化推進事業等用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
848

西成区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び緑化推進事業等用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,116

西成区役所 市民協働課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課一般事務及び緑化推進事業等用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,640

西成区役所 市民協働課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大雨洪水警報（平成28年9月19日）発令に伴う動員参集用タクシー代の支出について（地域防災活動事業用）
6,920

西成区役所 市民協働課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業『西成絵本の会　声の表現学習会』講師謝礼金の支出について
8,600

西成区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域環境整備事業用　１ドア小型冷蔵庫外３点の買入の支出について
24,192
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西成区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,490

西成区役所 市民協働課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

西成区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業『天下茶屋小学校PTA学習会１』講師謝礼金の支出について
12,900

西成区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業及び遺族援護事業　後納郵便料の支出について（９月分）
3,989

西成区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
6,478

西成区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,952

西成区役所 市民協働課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業及び遺族援護事業　後納郵便料の支出について（９月分）
1,066

西成区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業及び安心安全対策事業用　後納郵便料金の支払いについて（９月分）
328

西成区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業及び安心安全対策事業用　後納郵便料金の支払いについて（９月分）
2,410

西成区役所 市民協働課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業業務委託契約にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
367,290

西成区役所 市民協働課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２８年９月分）
14,225

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
1,232

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　西成区行政機関等人権啓発推進連絡会人権研修の講師謝礼の支出について
12,400

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区地域防災検討会議（平成28年10月5日開催）への出席にかかる報償金の支出について（地域防災活動事業用）
19,868

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　にしなり我が町10月号における人権コラムの執筆謝礼の支出について
17,100

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
2,829

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
484

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
420

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（９月分）
677

西成区役所 市民協働課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 あいりん地域環境整備事業（防犯カメラ・安全対策拠点）用　安全対策拠点施設用ルームエアコンの支出について
128,844

西成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市立西成区民センター管理運営業務委託経費の支出について（第３四半期）
7,316,000

西成区役所 市民協働課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度西成区簡易宿所防犯カメラ設置補助金の支出について
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２８年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２８年１０月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２８年９月支給決定分の支出について
460,665

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２８年９月支給決定分の支出について
250,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２８年９月支給決定分の支出について
840,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２８年１０月１７日支払予定分）
356,211

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２８年度６月分の支出について
960

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月20日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金事務用市内出張交通費　平成２８年度６月分の支出について
1,920

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２８年９月支給決定分の支出について
256,127

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２８年９月支給決定分の支出について
400,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用レターパックの購入経費にかかる支出について
25,500

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
79,809

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
3,313,637

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票等発送用切手代の支出について
24,240

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
98,534

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２８年８月分）
336,024

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便９月分の支出について
492

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２８年９月支給決定分の支出について
351,905

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２８年９月支給決定分の支出について
250,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２８年９月支給決定分の支出について
2,156,970

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２８年９月支給決定分の支出について
420,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当ライフイベント記念事業ベビースタイ購入経費の支出について
387,180

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（9月利用分）
3,815

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　ゴム印外12点の購入経費にかかる支出について
27,864

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　ゴム印外12点の購入経費にかかる支出について
19,019
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西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　ゴム印外12点の購入経費にかかる支出について
140,616

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　ゴム印外12点の購入経費にかかる支出について
17,539

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
58,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
200,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（９月分）
733,137

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
112,000

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２８年１０月３１日支払予定分）
53,227

西成区役所 窓口サービス課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（９月分）
44,905

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,768

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
231,380

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
151,123

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
243,426

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
6,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,484

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
21,944

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
32,840

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
16,825

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
9,420

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分消耗品費（通常保育分）の支払について
210,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾電池ほか９点及び一般事務経費（生活支援）事務用踏台の購入経費の支出について
5,827

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用ペアスプーン購入経費の支出について
24,273

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,675

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
46,007

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
17,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
477,179

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
221,631

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾電池ほか９点及び一般事務経費（生活支援）事務用踏台の購入経費の支出について
67,872

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について（生活扶助費）
185,041

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
449,244

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
271,717

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
295,135

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,356

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
314,304

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護報酬費の支出について（介護扶助費）
107,376

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
11,070

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
4,236

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
54,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２８年８月分）
106,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（８月分）
14,189

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
220,290

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
155,542

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
169,617

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代について（生活扶助費）
98,201

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
157,064
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
241,910

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
37,490

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当支給給付費（平成28年10月期窓口支払分）の支出について
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
31,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（８月分）
13,152

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
12,617

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
5,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
7,440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
64,410

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
150,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
100,704

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
109,880

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（９月１３日～９月１４日出張分）
37,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（西成区保健福祉センター分館２階　８月分）
21,997

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式複写機賃借料の支出について（３階　８月分）
14,454

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　８月分）
28,263

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（８月分）
100,529

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料の支出について（医療扶助費）
178,850

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
75,440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費・食事療養費の支出について（医療扶助費）
419,120

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
103,950

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
16,632

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,024

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
14,368

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,940

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,982

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 介護予防地域健康情報発信事業用リーフレットの作成及び同経費の支出について
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 第４期・西成区地域福祉アクションプラン(概要版)印刷及び同経費の支出について
87,480

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成28年9月決定分）
132,493

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
12,995

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
152,890

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
97,702

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
60,440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成28年9月決定分）
188,038

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
160,297

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,474

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
260,292

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
16,620
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
83,660

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 西成区地域支援調整チーム代表者会議用手話通訳者派遣料の支出について
5,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
215,700

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
258,282

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
361,965

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２８年１０月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（生活扶助費）
215,840

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
625,990

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
425,624

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
282,246

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費・介護報酬費の支出について（介護扶助費）
78,005

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく出産に伴う処置費・助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
389,930

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,153,888

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,890,356

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,348

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
28,820

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
47,516

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
44,023

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
63,670

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
10,300

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
335,411

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,187

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
412,084

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
191,075

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
320,063

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
806,266

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
363,700

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
26,191

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「基礎学力向上支援事業（西成ジャガピースクール）」にかかる業務委託料の支出について（平成28年8月分）
4,139,421

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
1,131

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,720

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
19,608

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
75,196

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・校外活動費の支出について（教育扶助費）
56,242

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
177,130

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
85,580

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
80,010

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
82,940

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
22,270

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,040

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
19,207

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２８年９月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（平成２８年９月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２８年９月分）
360,180

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康づくり事業用「みんなの健康展」ビラ・ポスターの作成及び同経費の支出について
63,504

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度西成区障がい者自立生活支援調整委員会研修会用講師謝礼金の支出について
19,630
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成28年9月食事決定分）
906,060

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
193,950

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用切手購入経費の支出について
9,860

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
270,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
158,316

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
121,376

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
4,530

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
1,350

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
26,320

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
10,352

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
14,240

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
40,890

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,035,137

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用切手購入経費の支出について
16,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（８月分・大阪府医師会）
358,158

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
191,553

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
36,313

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
3,668

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
19,073

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
140,395

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
253,586

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２８年７月分）
300

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
1,130

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
102,022

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２８年９月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成２８年９月分）
150,951

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成２８年９月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 分館運営用複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成２８年９月分）
6,510

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
35,900

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
13,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
5,265

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
8,640

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（４３２人分）
3,440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
166,191

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
17,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
44,240

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
55,550

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
7,830

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２８年７月分）
480

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２８年７月分）
12,170

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２８年７月分）
3,498

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２８年７月分）
1,800

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
260,167

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,838

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
172,565

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,755
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
175,806

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
332,534

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,806

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
194,441

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
214,462

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
533,421

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
550,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
95,837

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
12,414

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,240

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,456

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,916

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
2,560

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
7,376

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
17,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
11,250

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
13,780

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（４３２人分）
19,421

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
3,024

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用蛍光マーカー外２８点購入経費の支出について
4,048

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年６・７月分）の支出について
6,880

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年６・７月分）の支出について
11,074

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（９月分）
18,661

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（１０月分）の支出について
14,472

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（１０月分）の支出について
27,372

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
822

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 健康づくり事業用足指間力計測器購入経費の支出について
51,300

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　西成区窓口受領者の臨時福祉給付金について（平成２８年８月～１０月分）
510,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成28年9月食事決定分）
11,820

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年６・７月分）の支出について
360

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成28年9月決定分）
39,890

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
248,412

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
360,659

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
390,663

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
154,698

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
341,100

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,600

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
109,516

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
109,516

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
27,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
12,492

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用　小口支払基金の繰入について（９月分）
3,240

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用　小口支払基金の繰入について（９月分）
2,488

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
754,135

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
2,620

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
80,830
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
90,880

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
332,940

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
99,380

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成28年9月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,017

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
16,768

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
45,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
48,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
539,091

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
70,100

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
39,036

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
70,818

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（９月分）
96,861

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（西成区保健福祉センター分館２階　９月分）
23,944

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
165,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
80,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
500,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
27,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（１１月分）
1,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（平成２８年９月分）
9,160

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２８年９月）
75,185

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２８年９月分）
26,172

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（９月分）
44,906

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２８年９月）
50,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
900

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成28年9月分）
1,335

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
700

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,318

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
2,476

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,924

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
349

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
4,276

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,433

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,730

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
18,138

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,374

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
18,784

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
12,418

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,690

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
16,151

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
9,956
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
2,383

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
1,634,423

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（９月分）
670,415

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
52,887

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
254,152

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
269,355

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,378

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
217,967

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
64,800

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
559,739

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
697,482

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
522,500

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,335,822

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
492

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
29,262

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,876

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
37,456

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
34,792

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
5,282

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所１０月分賄材料費の支払について
3,994,750

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
3,550

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制事務用後納郵便料の支出について（９月分）
35,308

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
7,459

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,151

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（９月分）
1,532

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者福祉月間事業用バスタオル購入経費の支出について
60,480

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
432

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,080

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
10,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
1,566

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
4,100

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
2,100

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
242,151

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
305,368

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,963

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
147,171

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
178,283

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
258,568

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,916

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
3,730

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
4,894

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　９月分
432

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ボールペンほか７点及び地域福祉アクションプラン推進・支援事業用クラフト封筒ほか１点の購入経費の支出について
13,435

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（９月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（9月分）
5,421

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
20,698
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西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
25,256

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
29,805

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
2,200

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
1,221

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
4,400

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
107,780

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
60,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ボールペンほか７点及び地域福祉アクションプラン推進・支援事業用クラフト封筒ほか１点の購入経費の支出について
63,162

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
236,238

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
369,786

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
269,316

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・妊婦検診料・移送費の支出について（生活扶助費）
439,647

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・校外活動費の支出について（教育扶助費）
740,567

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
184,020

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
103,580

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
171,460

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,954,924

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（第３四半期分）
151,500

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館２階照明設備等改修工事経費の支出について
478,440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
601

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
440

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業に係る業務委託経費の支出について（平成２８年９月分）
1,650,780

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
191,270

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
183,870

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
144,344

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
212,062

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
375,444

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
210,830

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
167,210

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
1,520,945

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,199

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
714

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
796

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
738

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
13,832

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
738

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
574

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
10,020

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
8,092

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
10,866
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市会事務局 総務担当 平成28年10月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
38,557

市会事務局 総務担当 平成28年10月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ペーパータオル外３点の購入経費の支出について
34,344

市会事務局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 議会費 議会費 議員費 交際費　議会交際費 市会事務局事務用　平成２８年度議会交際費の支出について（１０月～３月分）
100,000

市会事務局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２８年９月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,320

市会事務局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
45,802

市会事務局 総務担当 平成28年10月11日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用政務活動費（平成２８年１０月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成28年10月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用煎茶の購入経費の支出について
45,900

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２８年１０月分）（所得税等）
12,492,050

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２８年１０月分）（口座振込分）
54,225,050

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２８年１０月分）（資金前渡受領者口座振込分）
92,900

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（９月分）の支出について
4,368

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 市会事務局事務用　正副議長車用ガソリン給油費（平成２８年８月分）の支出について
22,408

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
32,891

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（９月分）
4,644

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
78,182

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　正副議長車用ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２８年８月分）の支出について
13,140

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２８年９月分）
111,240

市会事務局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（９月分）
7,532

市会事務局 総務担当 平成28年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
38,492

市会事務局 総務担当 平成28年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（９月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成28年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
12,744

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）
35,868

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度毎日新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
84,777

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度朝日新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
96,888

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度官報購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
10,923

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度日本経済新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
94,689

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度乾式電子複写機使用料の支出について（９月分）（市会図書室）
9,806

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度産經新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
84,777

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度大阪日日新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
6,150

市会事務局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度読売新聞購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
96,888

市会事務局 総務担当 平成28年10月24日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　平成２８年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続契約の実施経費の支出について（９月分）
550,800

市会事務局 総務担当 平成28年10月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
24,782

市会事務局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　第68回全国議事記録議事運営事務研修会参加に伴う出張旅費の支出について
37,860

市会事務局 総務担当 平成28年10月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　平成２８年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続超過時間料（９月分）の支出について
42,245

市会事務局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会事務局事務用　園遊会出席に伴う出張旅費の支出について
38,460

市会事務局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会事務局事務用　園遊会出席に伴う出張旅費の支出について
38,460

市会事務局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　園遊会出席に伴う出張旅費の支出について（随行）
33,480

市会事務局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（９月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
2,160

市会事務局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（９月分）の支出について
21,884

市会事務局 議事担当 平成28年10月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用　平成２８年５月、７月大阪市会特別委員会の音声データ反訳による原稿作成業務経費の支出について
215,325

市会事務局 議事担当 平成28年10月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　建設消防委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
9,720

市会事務局 議事担当 平成28年10月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　建設消防委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
190,280

市会事務局 議事担当 平成28年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年２・３月大阪市会（定例会）会議録　印刷製本経費の支出について
274,209
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市会事務局 議事担当 平成28年10月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年５月大阪市会（定例会）会議録　印刷製本経費の支出について
79,527

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　関西広域連合議会第９回防災医療常任委員会出席にかかる出張旅費の支出について
6,740

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　教育こども委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　都市経済委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　民生保健委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
10,260

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　都市経済委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
92,180

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　民生保健委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
217,580

市会事務局 議事担当 平成28年10月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　教育こども委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
180,890

市会事務局 議事担当 平成28年10月24日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年５月、７月　大阪市会特別委員会記録　印刷製本経費の支出について
31,307

市会事務局 議事担当 平成28年10月27日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　環境対策特別委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
12,960

市会事務局 議事担当 平成28年10月27日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　環境対策特別委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
176,650

市会事務局 議事担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会事務局事務用　税財政関係特別委員長会議にかかる出張旅費の支出について
38,460

市会事務局 議事担当 平成28年10月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　税財政関係特別委員長会議随行にかかる出張旅費の支出について
28,900

市会事務局 議事担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　交通水道委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
9,720

市会事務局 議事担当 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　交通水道委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
183,020

市会事務局 政策調査担当 平成28年10月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費支出について
17,280

市会事務局 政策調査担当 平成28年10月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会図書室運営用　製本費支出について
127,980

市会事務局 政策調査担当 平成28年10月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書購入経費支出について
1,452

市会事務局 政策調査担当 平成28年10月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会広報用　大阪市会インターネット議会中継業務委託（長期継続）に係る平成２８年度分（平成２８年７月１日～平成２８年９月３０日）の経費支出について
910,578

市会事務局 政策調査担当 平成28年10月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
36,470

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用『「１８歳選挙権」で社会はどう変わるか』購入経費の支出について
777

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成28年9月分）の支出について
37,660

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　地方行政（７月～９月分）購入経費の支出について
17,172

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　毎日新聞及び日本経済新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
25,638

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　プリンター用トナーカートリッジ外７件購入経費の支出について
104,112

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　読売新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　産経新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　朝日新聞（７月～９月分）購入経費の支出について
12,111

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成28年9月分）の支出について
24,677

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成28年9月分）の支出について
68,538

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成28年9月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（９月分）の支出について
117,837

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 旅費　委員旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
360

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
84,834

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　月刊ガバナンス（７月～９月分）購入経費の支出について
3,078

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（９月分）の支出について
5,367

行政委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（９月分）の支出について
77,525

行政委員会事務局 監査課 平成28年10月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方自治関係実例判例集追録の購入にかかる支出について
17,280

行政委員会事務局 監査課 平成28年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　特別旅費 監査事務用　平成28年度自治体の内部統制と監査機能への出席にかかる旅費の支出について
2,300

行政委員会事務局 監査課 平成28年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　全国市町村国際文化研修所主催の研修受講にかかる会費の支出について
3,600

行政委員会事務局 監査課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成28年度９月分）
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成28年第４回監査報告書の印刷にかかる支出について
54,685

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　光熱水費 任用事務用　職員採用試験第１次試験会場の借用にかかる光熱水費の支出について（10月９日分）
41,410

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 任用事務用　採用試験関係物品の購入にかかる経費の支出について
2,332

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 任用事務用　採用試験関係物品の購入にかかる経費の支出について
6,454

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 任用事務用　職員採用試験等従事に係る交通費の支出について
1,640

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 任用事務用　職員（大学卒程度技術（都市建設[主に土木]）採用試験要綱発送に係るメール便の支出について
23,134
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行政委員会事務局 任用課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験にかかる大阪市立大学周辺警備業務の支出について（９月25日実施分）
81,270

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
126,036

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政18-21・高校卒程度技術・消防吏員Ｂ・学校事務）採用試験における試験問題集の印刷製本業務委託契約にかかる支出について
277,495

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 任用事務用　身体障がい者を対象とした職員採用試験問題点訳にかかる支出について
873,720

行政委員会事務局 任用課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 任用事務用　職員採用試験にかかる大阪市立大学周辺警備業務委託料の支出について（10月９日実施分）
117,936

行政委員会事務局 調査課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 給与報告事務用　職員の給与に関する報告及び勧告の本文及び参考資料の印刷にかかる印刷製本費の支出について
222,480

行政委員会事務局 調査課 平成28年10月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（平成２８年９月分）
24,840

行政委員会事務局 調査課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 給与調査事務用　平成28年度大都市人事委員会連絡協議会職員研修会（給与関係）への出張について
21,560

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
36,720

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 旅費　普通旅費 選挙常時啓発事務用市内出張交通費の支出について（９月分）
480

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新有権者へのお知らせあて名帳票の買入及び経費の支出について
27,189

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 選挙常時啓発用新有権者へのお知らせ封筒の作成及び経費の支出について
248,551

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用図書の買入経費の支出について
33,048

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 投票所用仮設スロープ点検補修・保管業務委託経費の支出について（平成28年度上半期分）
259,200

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（９月分）
10,584

行政委員会事務局 選挙課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（９月分）
39,300

行政委員会事務局 選挙課（選挙費執行用） 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

参議院議員選挙費 委託料　委託料 参議院議員通常選挙用期日前投票システムサポート業務委託経費の支出について
8,784,720

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務費用　実例教務提要外1点の購入および同所要経費の支出について
114,696

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 職員人権研修にかかる講師謝礼の支払いについて
61,580

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分)
18,830

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分)
655,797

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分)
1,171,428

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 所有権確認請求事件における弁護士による意見書作成に係る報酬の支出について
162,000

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　毎日新聞の購読にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　産経新聞の購入にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
48,444

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
54,108

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　大阪日日新聞の購読にかかる経費の支出について(平成28年7月～9月分)
12,300

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成２８年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について(９月分)
40,986

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について(9月分)
1,204,166

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 職員人権研修にかかる講師謝礼の支払いについて
67,200

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について(9月分)
290,829

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（９月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　人事異動に伴う電話回線増設等にかかる業務委託経費の支出について
11,610

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（８月分）
24,786

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（８月分）
22,928

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（８月分）
111,867

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　「地方財務」（８月号）の購入及び同所要経費の支出について
3,704

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用 「建築基準法質疑応答集　177－178号」外１点の購入経費の支出について
14,596

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　安立小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
328,182

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　城北小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
7,845,702

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　大江小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
130,380

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　東淡路小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
25,923,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北鶴橋小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
14,432,643

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　榎並小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
883,050

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎本庄小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
5,214,636
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教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　淀川小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
7,911,162

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
4,710,456

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加美小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
15,010,281

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　育和小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
807,828

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　住吉小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
6,851,268

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（９月分）の支出について(実施決裁済）
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　茨田北小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
3,212,550

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　北中島小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
771,222

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　豊崎小学校借地料（４～９月分）の支出について（実施決裁済）
7,617,258

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　諏訪小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
6,832,608

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　今福小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
9,618,174

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　加島小学校借地料（４～９月分）の支出について(実施決裁済）
1,491,972

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　高松小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
1,077,072

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小学校借地料（９月分）の支出について(実施決裁済）
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（９月分）の支出について（実施決裁済み）
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（７～９月分）の支出について（実施決裁済み）
13,730,739

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　美津島中学校借地料（４～９月分）の支出について（実施決裁済み）
4,587,042

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（９月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（９月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高等学校教育環境改善事業委託にかかる経費の支出について（上半期分）
54,494,807

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もとＪＡ大阪市長吉支店高圧受変電設備定期保守点検及び法定点検業務委託の支出について（７月から９月分）
38,976

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託料（２８年７月～９月分）の支出について
227,539

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部整備用ガスコンロ（2口）買入について
173,890

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用、家庭科室等　教師用調理台、外３点買入に伴う支出について
68,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託料（２８年７月～９月分）の支出について
874,999

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用保守業務委託料（２８年７月～９月分）の支出について
2,857,822

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、家庭科室等　教師用調理台、外３点買入に伴う支出について
2,984,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用　理科室　教師用実験台、外２点買入について
1,732,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用　理科室　教師用実験台、外２点買入について
1,578,960

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整備用、家庭科室等　教師用調理台、外３点買入に伴う支出について
2,984,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　再生トナーカートリッジの購入経費の支出について
47,628

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区39校）にかかる経費の支出について（9月分3校）
93,760

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区39校）にかかる経費の支出について（9月分3校）
45,360

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　テレフォンアームの購入及び同所要経費の支出について
8,424

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度　非常通報設備保守点検業務委託の実施経費の支出について（平成28年4月～平成28年9月分）
19,440

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２８年度　非常通報設備保守点検業務委託の実施経費の支出について（平成28年4月～平成28年9月分）
5,714,064

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　丸山小学校借地料（７～９月分）の支出について(実施決裁済）
1,599,456

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと市岡商業高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
15,660

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もとＪＡ大阪市長吉支店の機械警備委託経費の支出について（９月分）
21,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと平野区役所長吉出張所の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
10,584

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと難波特別支援学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
8,532

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械警備業務委託経費の支出について（９月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械警備業務委託費の支出について（９月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
4,860
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教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
954,288

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
1,155,060

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（９月分）
958,070

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
484,380

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
455,274

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（９月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（９月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（４ブロック）（９月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（３ブロック）（９月分）
171,180

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（９月分）
74,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 原材料費　工事材料費 西天満小学校外３３４校　山土の購入経費の支出について
8,708,256

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（１０月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高等学校産業教育設備整備事業用、3次元CAD/CAMシステム 1式　買入にかかる支出について
1,641,600

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　消耗品（トナー）の購入および同所要経費の支出について
34,020

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府公立高等学校等ガイド（平成29年度版）作成に係る負担金の支出について
115,640

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内出張交通費（４～６月分）の支出について
115,742

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校選択制関係書類送付用窓あき封筒および返信用封筒の印刷及び同所要経費の支出について
725,135

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（9月分）
16,854

教育委員会事務局 学事課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２８年度いまみや小中一貫校（大阪市立新今宮小学校、大阪市立今宮中学校）通学バス運行にかかる経費の支出について（９月分）
1,416,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西成区戦略支援予算（区次長枠）帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポート事業に係る報償金の支出について（８月分）
4,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 城東区戦略支援予算（区次長枠）城東区スマホ講習会事業の開催（聖賢小学校）に係る講師の報償金及び同所要経費の支出について
6,860

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成28年度校長経営戦略支援予算（淀川区担当教育次長執行枠）児童生徒の泳力向上支援事業にかかる講師謝礼の支出について（９月実施確定分）
128,280

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度「学校の適正配置に伴う充実した教育環境の確保」学習支援員の報償金の支払いについて（８月分）
12,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
328

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 城東区戦略支援予算（区次長枠）小学校での時間外学習会支援事業及び中学校での夜間学習会支援事業（城東区）に係る事務用品の購入及び同所要経費の支出について
6,307

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）学力向上支援関連ソフト購入に係る同所要経費の支出について（学力向上支援関連ソフト）
98,010

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 城東区戦略支援予算（区次長枠）小学校での時間外学習会支援事業及び中学校での夜間学習会支援事業（城東区）に係る事務用品の購入及び同所要経費の支出について
6,350

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
963

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（８月分）
2,760

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業（第２次申請）に係る夏期水泳活動（ドルフィンクラブ）の外部講師による支援事業経費の支出について
33,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 浪速区戦略支援予算（区次長枠）平成28年度浪速区こどもの夜間学習支援事業　事業者選定会議に係る選定委員報酬の支出について
6,860

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西区戦略支援予算(区次長枠)「西区児童英語コミュニケーション力向上」事業イベントの開催及び同所要経費の支出について
54,620

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料
平成28年度校長経営戦略支援予算（都島区担当教育次長執行枠）民間事業者を活用した課外授業実施にかかる高倉中学校外2校電気錠取付その他電気設備工事の支出つ
いて 1,699,920

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 鶴見区校長経営戦略支援予算区担当教育次長枠「教育活動サポート事業」用サポーター報償金に係る経費の支出について（８月分）
62,640

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（９月分）
23,575

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（９月分）
12,709

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第３回公設民営学校のあり方ワーキンググループの開催等及び同所要経費の支出について
15,480

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成28年度校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）小・中学校交流かけはし事業（鶴橋中学校区）車いす等運搬業務委託にかかる所要経費の支出について
33,711

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成28年度校長経営戦略支援予算（生野区担当教育次長執行枠）小・中学校交流かけはし事業（鶴橋中学校区）車いす等運搬業務委託にかかる所要経費の支出について
15,969
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教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 東住吉区教育活動サポート事業「平成28年度田辺中学校基礎学力（数学）向上に向けた集中特訓事業業務委託」にかかる委託料の支出について（田辺中学校）
240,516

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 公設民営学校の設置に関する国家戦略特別区域ワーキンググループのヒアリングへの出席及び同経費の支出について
88,440

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 城東区戦略支援予算（区次長枠）城東区スマホ講習会事業の開催（関目小学校）に係る講師の報償金及び同所要経費の支出について
9,080

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入及び同所要経費の支出について(10月申請分)(中学校)
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入及び同所要経費の支出について(10月申請分)(中学校)
7,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について
124,179

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について
41,393

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）鶴見区教育活動サポート事業用サポーター活動保険の加入経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）鶴見区教育活動サポート事業用サポーター活動保険の加入経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 公設民営学校の設置に係る自民党文部科学部会及び公明党文部科学部会への出席及び同経費の支出について
116,040

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２８年９月分)
83,130

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２８年９月分)
162,002

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成28年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠） 福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる謝礼の支払いについて(9月分)
9,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（9月分）
205,610

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成28年度校長経営戦略支援予算(淀川区担当教育次長執行枠)　淀川区教育講演会（ヨドネル）案内チラシの印刷にかかる支出命令（11月実施）
31,968

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２８年９月分)
132,548

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（9月分）
97,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成28年度校長経営戦略支援予算(淀川区担当教育次長執行枠)　淀川区教育講演会（ヨドネル）案内チラシの印刷にかかる支出命令（11月実施）
31,968

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,134

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
150

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
328

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
80

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度校長経営戦略支援予算(淀川区担当教育次長執行枠)　淀川区教育講演会（ヨドネル）手話通訳業務にかかる支出命令（9月実施）
11,880

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポーター事業用サポーター活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第4回）の所要経費の支出について
7,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（矢田西中学校第4回）の所要経費の支出について
8,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度校長経営戦略支援予算(淀川区担当教育次長執行枠)　淀川区教育講演会（ヨドネル）手話通訳業務にかかる支出命令（9月実施）
11,880

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成28年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠） 福島区小学校体力向上事業にかかる小学校へのゲストティーチャー派遣に伴う経費の支出について
34,880

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成28年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠） 福島区小学校体力向上事業にかかる小学校へのゲストティーチャー派遣に伴う経費の支出について
13,920

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 公設民営学校の設置に関する協議及び公設民営学校あり方ワーキンググループの状況報告に係る出張及び同経費の支出について
89,160

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 城東区戦略支援予算（区次長枠）小学校での時間外学習会支援事業に係るサポーターへの報償金及び同所要経費の支出について（9月分）
25,080

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 旭区戦略支援予算（区次長枠）旭区学校教育サポート事業（旭ベーシックサポート事業）に係る支援員報償金の支出について（平成28年９月分）
54,360

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（矢田西中学校第3回）の実施及び同所要経費の支出について
12,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（９月分）
91,500

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　分担金 埋蔵文化財収蔵倉庫にかかる維持管理経費分担金（平成28年度4～6月分）の支出について
358,847

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 平成28年度伝藤原家隆墓樹木剪定・薬剤散布等業務委託の実施及び同経費の支出について
91,800

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費（平成28年8月分）の支出について
9,770

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 平成28年度指定都市文化財行政主管者協議会出席にかかる資料代の支出について
5,000

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（平成28年9月分）の支出について
65,248

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川埋蔵文化調査・埋蔵施設における水道代（平成28年9月分）の支出について
36,642

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
5,616

教育委員会事務局 文化財保護課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 大阪市東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
26,406

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　こな雪８０　外１４点の購入について
70,382

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 採用選考事務用　教員採用選考テスト　英語実技テストの実施にかかるＣ－ＮＥＴの派遣経費の支出について
13,608

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 教員採用試験にかかる高等学校工業（建築）の２次筆答テスト問題（択一式大問２問）及びバックデータの作成にかかる謝礼金の支出について
55,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　コピー機用トナーカートリッジ外４点の購入経費の支出について
65,858
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度人事評価制度評価者研修業務委託にかかる経費の支出について
1,108,080

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬について（９月分）
144,798

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（８月分）
23,460

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成28年度第３回指導力向上支援・判定会議開催にかかる所要経費の支出について
53,192

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（９月分）
36,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入及び同所要経費の支出について（公立学校管理運営執務提要）
12,085

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入について（地方公務員実務提要　外１点）
111,888

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
4,520

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（９月分）
78,444

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
540

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について（９月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度　校園文書等逓送業務委託経費（９月分）の支払いについて
3,557,493

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について（９月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（９月分）
284

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（９月分）
1,439

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（９月分）
15,049

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 教員採用選考第１次筆答テスト問題作成の委託にかかる経費の支出について
91,244

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市一種免許状取得免許法認定講習にかかる講師謝礼の支出について
315,540

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 もと立葉小学校（校園営繕園芸事務所）機械警備業務委託経費(９月分)の支出について
8,532

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（10月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（10月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（８月分）の支出について
64,560

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　出張交通費（８月分）の支出について
129,498

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）　出張交通費（８月分・追加１名）の支出について
10,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成28年度第２回指導力向上支援・判定会議開催にかかる所要経費の支出について（再）
10,568

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市校長公募第３次選考（個人面接）にかかる報償金の支出について
31,100

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 給食調理業務に従事する者の採用時検体検査業務委託（上半期）の支出について
11,378

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２８年７月分)
19,628

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録（逐条解説学校保健法規集外1点）購入経費の支出について
13,732

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入に関する経費の支出について
21,816,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入に関する経費の支出について
2,181,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２８年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）の実施並びに経費の支出について
1,408,608

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２８年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（北ブロック）に関する経費の支出について
1,639,872

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成２８年度学校給食用給食調理室ダクト・ドライ暗渠清掃業務委託（南ブロック）の実施並びに経費の支出について
10,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２８年６月分)
41,686

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 学校給食用塩草立葉小学校給食機器入替えに伴うガス設備工事実施に関する経費の支出について
20,520

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫買入に関する経費の支出について
270,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用長靴・軽作業靴・防寒長靴の経費支出について
2,483,049

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用（白衣長袖女子用外５点）の経費支出について
1,780,768

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣上（半袖女子）外10点の経費支出について
12,632,425

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用真空断熱フードジャー外２点の買入に関する経費の支出について
22,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用エコノミーサービスワゴンの買入に関する経費の支出について
4,291,887

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 中学校給食用配膳室備品運搬業務の実施並びに同所要経費の支出について
29,700

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録(災害共済給付の実務相談)購入経費の支出について
8,100

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託の経費支出について（９月分）
83,862

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピュータ機器賃借経費の支出について（９月分）
2,006

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピュータシステムメンテナンス業務委託の経費支出について（８・９月分）
72,000
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
4,255

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
287,487

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
302,119

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
36,170

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
1,879

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（９月分）
40,424

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
6,467

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成28年度検便検査にかかる業務委託の経費支出について（９月分）
323,222

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市学校給食標準献立会議構成員報償金の支出について（平成２８年３学期分献立関係）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校保健担当（中学校給食移行グループ）市内出張交通費等の支出について（４月分）
37,954

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 平成28年度学校給食用食器中食器外４点の経費支出について
4,238,827

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度　プール水質検査（総トリハロメタン等）業務委託料の支出について
452,196

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用作業衣下外１点の経費支出について
14,472

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度　プール水質検査（総トリハロメタン等）業務委託料の支出について
2,499,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加島小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（８月分）
1,630,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度　プール水質検査（総トリハロメタン等）業務委託料の支出について
1,092,096

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度　プール水質検査（総トリハロメタン等）業務委託料の支出について
136,512

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市中学校給食献立会議にかかる構成員報償金の支出について（７・８月分）
5,208

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　検食用給食の配送業務委託（バイク便）の実施について（９月分）
19,828

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食献立作成用コンピュータシステムメンテナンス業務委託の実施及び同経費の支出について（中学校分、９月分）
24,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用並びに同経費の支出について（９月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中学校給食システム機器にかかる長期借入経費の支出について（９月分）
160,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（学校給食食材費　９月分）
280,492,136

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
119,305,983

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
39,575,739

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
59,266,795

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,857,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立築港小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,115,991

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鶴見南小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,382,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊崎東小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,182,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鯰江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,527,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎並小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,968,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,090,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立九条北小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,096,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立喜連小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,504,656

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北巽小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,404,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立阿倍野小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,081,917

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立桜宮小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,206,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立柏里小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,336,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南住吉小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,003,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,018,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新東三国小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,083,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立古市小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,629,720
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三津屋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,101,895

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立片江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,554,066

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立弁天小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中津小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,430,757

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立瓜破小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,565,892

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三軒家東小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,553,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立真田山小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,058,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立淀川小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
3,229,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長吉小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
3,483,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南港桜小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,566,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新森小路小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,957,770

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立高見小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,614,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材調達業務委託料　９月分）
6,126,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,025,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,642,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,091,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立難波元町小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（9月分）
1,309,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（9月分）
2,081,970

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立玉出小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,456,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立菅原小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,051,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新高小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,041,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長居小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
3,590,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南大江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,636,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加島小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,630,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
18,222,923

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立田辺小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,666,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加賀屋東小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
2,208,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立諏訪小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
2,154,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（学校給食食材費　９月分）
5,071,443

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（９月分）
5,320,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（９月分）
1,953,689

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（学校給食食材費　９月分）
12,076,251

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（９月分）
3,963,926
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
545,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（９月分）
849,577

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立長池小学校・昭和中学校給食調理等業務委託経費（９月分）の支出について
2,343,737

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
545,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材調達業務委託料　９月分）
285,624

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
509,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用　ＨＤＭＩケーブルの買入れにかかる経費の支出について
2,592

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用保存食用冷凍庫外１点買入（その２）に関する経費の支出について
1,182,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
26,425,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
33,718,224

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第４ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,006,236

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
26,781,379

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
21,112,566

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第６ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,292,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度全国学校保健・安全研究大会参加費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
20,802,808

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
30,095,269

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
22,152,568

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（９月分）
45,763,576

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
28,334,683

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第１ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,150,848

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（９月分）
2,666,874

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
23,753,103

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（９月分）
2,572,607

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
17,806,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第５ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
646,380

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第２ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
649,782

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第８ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
992,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新豊崎中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（９月分）
2,850,128

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大淀中学校給食調理・配送・配膳業務委託に関する経費の支出について（９月分）
2,825,383

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
15,135,714

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）
25,368,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 健康づくり推進事業用　ガス缶の買入れにかかる経費の支出について
3,110

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用FRP33cm角盆の買入に関する経費の支出について
604,233

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用はかり外６点の買入に関する経費の支出について
4,371,418

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用調理バット（取手付蓋付）の買入に関する経費の支出について
2,598,156

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
1,739,880

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　通信運搬費 学校保健一般事務用　切手の購入にかかる経費の支出ついて
90,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（９月分）
1,474,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（９月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）食材
21,955,601

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）食材
25,050,448

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第７ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
739,368

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）調理、配送、配膳その他経費
25,282,221

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（９月分）調理、配送、配膳・その他
17,627,612

教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第３ブロックにかかる経費の支出について（９月分）
1,109,376
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 中学校給食用グレーチング買入（その２）に関する経費の支出について
92,113

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　地方公務員給与事務総覧外１点の購入経費の支出について（第１回）
3,981

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 役務費　手数料 労働安全衛生用衛生管理者免許試験の手数料の支出について
6,880

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　被服費 平成28年度　被服貸与事業　作業服男子合冬用上衣ほか３点の買入並びに同経費の支出について
4,562,730

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校園の労働安全衛生用復職面談用評価票の購入経費の支出について
15,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託の経費の支出について（平成２８年９月分）
451,602

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成28年度教職員健康診断等業務委託の経費の支出について（第３回）
26,583,444

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 負担金、補助及交付金　会費 労働安全衛生用全国産業安全衛生大会の参加費の支出について
12,900

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度こころの健康づくりサポート業務委託経費の支出について（平成２８年９月分）
237,508

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度教職員胃検診業務委託経費の支出について（平成２８年８月分）
7,144,200

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（９月分）
37,692

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼金の支出について（9/6・9/7実施分）
17,670

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（８月分）
12,619

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立生涯学習センターの管理運営業務委託料の支出について（第３四半期分）
40,399,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（第３四半期分）
11,845,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　キッズプラザ大阪運営等補助金の支出について（第３四半期分）
2,494,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　筆耕翻訳料 社会教育委員会議用　大阪市社会教育委員会議の議事録作成にかかる経費の支出について（第２回全体会分）
15,876

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（上半期４月～９月分）
88,128

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
55,043

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２８年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（上半期４月～９月分）
220,320

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成２８年度生涯学習情報提供システム保守管理業務委託料の支出について（上半期４月～９月分）
2,283,552

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（９月分）
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２８年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（10月分）
4,706,698

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと生江青少年会館国有地賃貸料（平成２８年度分）の支出について（第３四半期分）
197,007

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 大阪市生涯学習情報発信ウィーク（生涯学習ルームふぇすてぃばる）にかかる物品の購入経費の支出について
81,394

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪国際平和センター運営費補助金の支出について（第３四半期分）
9,871,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 「2016大阪市生涯学習情報発信ウィーク（大阪市生涯学習ルームふぇすてぃばる）パンフレット」の作成経費の支出について
90,720

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（１０月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（１０月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（９月分）
11,499

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(９月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと生江青少年会館外８館機械警備業務委託費の支出について（第二四半期分）
430,920

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT９月分）
11,232

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当事務用消耗品（ホッチキス針外１３件）の購入経費の支出について
82,787

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便９月分後納料金の支出について
24,683

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT９月分）
55,663

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２８年度大阪市立阿倍野市民学習センター施設管理費等の支出について（１１月分）
2,645,713

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書（国語　１年　現代の英語１外２０点）の購入経費の支出について（学校元気アップ地域本部事業用）
15,665

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 数学の学習ノート１　外５点の購入経費の支出について（学校元気アップ地域本部事業）
23,376

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インターホン親機移設作業等業務委託契約に係る経費の支出について（キャリア教育支援センター）
95,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（８月分）
102,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成28年度大阪市立高等学校芸術祭ポスター印刷にかかる経費の支出について
39,981

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）９月請求分水道料金の支払いについて
43,697

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 需用費　印刷製本費 平成２８年度大阪市中学校秋季総合体育大会用賞状外２点の印刷に係る支出について
135,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第１回子どもの体力向上推進委員会」開催にかかる報償金の支出について（９月５日）
40,980
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（８月２５日）
15,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（９月９日）
15,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「子どもの体力向上実技研修会（トレーニング）」開催にかかる報償金の支出について（８月２２日開催　その３）
29,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市英語教育推進にかかるアドバイザー会議に係る謝礼金の支出について（９月１６日）
11,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語イノベーション研修に係る訪問指導（豊崎小学校）に係る謝礼金の支出について（９月１５日）
9,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語イノベーション研修（第５回）にかかる謝礼金の支出について
22,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語イノベーション研修に係る訪問指導（我孫子中学校）に係る謝礼金の支出について
48,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（天王寺小学校事案　９月２０日開催　いじめ・不登校問題対策事業）
11,640

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（開平小学校事案　９月２１日開催　いじめ・不登校問題対策事業）
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(4月　インクルーシブ教育推進室分)
74,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教科書（英語）１年生外８点の買入に係る経費の支出について（学校元気アップ地域本部事業用）
10,509

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２８年度　大阪市立中学校総合文化祭ポスター印刷に係る支出について
32,076

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度高校生海外研修事業（西高校）にかかる現地ガイド代の支出について
24,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２８年度高校生海外研修事業（西高校）にかかるバス代の支出について
60,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（理科補助員）に係る報償金の支出について（８月分）
158,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（学びサポーター及び学習サポーター）に係る報償金の支出について（小学校）（８月分）
493,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（学びサポーター及び学習サポーター）に係る報償金の支出について（中学校）（８月分）
731,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度大阪府公立中学校長会会費の支出について
2,886,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（陸上）
364,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 タブレットパソコンの購入経費の支出について（特別支援教育の充実事業）
1,310,256

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ事業地域コーディネーター謝礼にかかる経費支出について(7月分)
9,457,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る実践研究事業にかかる報償金の支出について（９月分）
50,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度第3回「英語イノベーション研修」市内出張交通費の口座振替不能分の再支出について
360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機インク外1点の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
61,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかるバス借り上げ等経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 看護職賠償責任保険の追加加入経費の支出について（９月１６日追加加入分　特別支援教育の充実）
5,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかるバス借り上げ等経費の支出について
2,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２８年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかるバス借り上げ等経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 平成２８年度キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入にかかる所要経費の支出について（東中学校追加加入分）
750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）９月請求分電気料金の支払いについて
1,024,961

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーへの講師依頼にかかる謝礼金の支出について（９月１６日分）
15,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの派遣にかかる講師謝礼金の支出について（９月１５日開催　特別支援教育推進事業）
26,210

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーへの講演依頼にかかる謝礼金の支出について（９月２９日）
11,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
2,833

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
5,613

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
7,571

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
3,821

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校協議会（１学期）の開催における報償金（交通費相当額）の支出について（中学校分）
4,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（巽中学校事案　９月３０日開催　いじめ・不登校問題対策事業）
14,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「低学年からの英語教育」アドバイザー会議（第3回）謝礼金支出について（９月３０日）
121,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度第4回「英語イノベーション研修」市内出張交通費の支出について（８月１日分）
15,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度「英語教育推進リーダー中央研修」中学校「実践のための研修」への参加並びに同経費の支出について
64,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２８年度高校生海外研修事業（ＯＢＦ高校）にかかる付添職員旅費の支出について
399,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２８年度高校生海外研修事業（東高校）にかかる付添職員旅費の支出について
495,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
37,232

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２８年度大阪市立中学校総合文化祭のプログラムの印刷に係る支払いについて
33,264

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
30,327
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（９月分）
15,308

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（９月分）
6,651

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２８年度もと幼児教育センター昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託の支出について（第２四半期分）
249,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（9月分）
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度高校生海外研修事業（東高校）にかかるバス借り上げ等経費の支出について
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２８年度高校生海外研修事業（東高校）にかかるバス借り上げ等経費の支出について
30,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 平成２８年度キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入並びに同所要経費の支出について（旭陽中学校追加加入分）
500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（夏期休業期間分　医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置　特別支援教育の充実）
37,342

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（園芸用品）の購入にかかる経費の支出について
264,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 【１０月１日追加加入】看護職賠償責任保険の追加加入経費の支出について（特別支援教育の充実）
16,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成28年度大阪市中学校・大阪市立高等学校総合体育大会に係るタクシーの借上業務委託に係る支出について
77,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（１０月分）
1,081

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（９月分）
14,348

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（９月分）
19,353

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（１０月分）
1,459

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（９月２７日）
13,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器活用モデル研究における学校アドバイザーの派遣にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実　９月分）
91,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（９月分）
77,525

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（１０月分）
5,843

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託契約にかかる経費の支出について（９月分）
24,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成２８年度インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実事業）９月分
104,976

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科補助員（学力向上支援サポーター）対象実技研修会に係る講師報償金の支出について（口座不能分）
20,078

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校　情報教育実習用コンピュータ機器一式の借入にかかる経費の支出について（再リース契約分）（９月分）
299,268

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（９月分）
222,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ一式借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,429,272

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
622,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の再支出について(4月　インクルーシブ教育推進担当分)
5,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室運営にかかる電話料金の支出について（９月分）
64,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２８年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代（９月分）の経費支出について
2,703

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成28年度もと幼児教育センター清掃業務委託の実施経費の支出について（第２四半期分）
66,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について（9月分）
86,184

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市中学校総合文化祭にかかる会場使用料の支出について
453,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（再リース）（９月分）
98,064

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校　情報教育用パーソナルコンピュータ機器一式の借入経費の支出について（再リース契約分）（９月分）
583

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市中学校秋季総合体育大会の会場使用に係る経費の支出について（テニス）
215,040
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市高等学校教育審議会（第６２回　９月２３日実施分）にかかる所要経費の支出について
65,012

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（１０月３日開催　鯰江小学校事案　いじめ・不登校問題対策事業）
10,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーにかかる講師謝礼金の支出について（１０月４日）
11,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２８年度大阪市高等学校教育審議会（第６２回　９月２３日実施分）にかかる所要経費の支出について
3,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度第5回「英語イノベーション研修」の開催ならびに市内出張交通費の支出について（９月２３日分）
15,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会出席に伴う旅費の支出について（９月２９日）
29,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 問題集の買入経費の支出について（学校元気アップ地域本部事業用）
31,690

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成28年度インクルーシブ教育推進室における一般廃棄物収集運搬業務委託契約（単価契約）にかかる経費の支出について（第2四半期）
5,130

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校経営支援業務（法律相談）報酬（９月分）にかかる経費支出について
43,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 子どもの体力向上推進事業　「体力向上モデル校講習会」（水泳）の開催に係る報償金の支出について
192,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンター外43点の買入に係る経費の支出について（学校元気アップ地域本部事業用）
347,861

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 生活指導サポートセンター用トナーカートリッジ購入に係る経費の支出について
38,188

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用　ケント紙外１０点の購入に係る経費の支出について
21,222

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援（重度障がい児医療的ケア）に係る介護タクシー料金の支出について（福介社　第２四半期　）
138,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援（重度障がい児医療的ケア）に係る介護タクシー料金の支出について（日本タクシー　第２四半期　）
30,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援に係る介護タクシー料金の支出について（いろは　第２四半期　）
133,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学級在籍児童の通学保障に係るタクシー料金の支出について（日本タクシー　第２四半期）
20,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用に係る経費の支出について(陸上）
170,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育ステップアップ研修会（３）に係る謝礼金の支出について（１０月１４日）
20,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業　国際理解クラブ時間講師の報償金にかかる支出について(９月分）
265,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チームアドバイザーへの講演依頼にかかる謝礼金の支出について（１０月１１日）
11,310

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（矢田中学校事案　10月14日実施分　いじめ・不登校問題対策事業）
15,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（下福島中学校事案　10月13日開催　いじめ・不登校問題対策事業）
14,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導サポートセンター有償ボランティアにかかる報償金の支出について（９月分）
102,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（矢田中学校事案　10月12日実施分　いじめ・不登校問題対策事業）
7,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度　第40回全国特別支援教育センター協議会・研究協議会（千葉市大会）への参加にかかる出張旅費の支出について（平成２８年１０月２７日～２８日）
37,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度帰国・外国人児童生徒教育担当及び国際理解教育担当指導主事連絡協議会への出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議への参加にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成28年度学校安全指導者養成研修への参加にかかる出張旅費の支出について
48,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話料金の支出について（ＮＴＴコミュニケーションズ　9月分）
32

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット9月分電話代の支出について②
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２８年度幼稚園介助アルバイト（９月分）にかかる経費支出について
1,219,350

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育ステップアップ研修会（３）謝礼金の支出について（１０月１７日）
21,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（９月分）
86,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(5月　中学校教育担当　生活指導グループ分)
20,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
35,964

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る支出について（インクルーシブ教育推進室用）
67,861

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 キャリア教育支援センターのガス料金の支払いについて（９月分）
891

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（9月分）
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本９月分）
7,903

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 特別支援学級児童生徒用階段昇降機（スカラーモービル）の点検・移設等業務委託契約にかかる経費の支出について（上福島小学校への移設）
174,096

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援（重度障がい児医療的ケア）に係る介護タクシー料金の支出について（あるる介護タクシー　第２四半期）
86,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援（重度障がい児医療的ケア）に係る介護タクシー料金の支出について（ケア・メンタリング　第２四半期）
70,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 特別支援学校通学支援（重度障がい児医療的ケア）に係る介護タクシー料金の支出について（サザンライフサポート　第２四半期）
48,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市立高等学校総合体育大会会場使用に係る経費の支出について(ラグビー)
87,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市中学校秋季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（サッカー）
38,400
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（９月分　その２）
153,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ事業地域コーディネーター謝礼（７月分）の口座振替不能分の再支出について
2,425

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ事業地域コーディネーター謝礼にかかる経費支出について(8月分)
7,401,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校協議会（１学期）の開催における報償金（交通費相当額）の支出について（幼稚園・小学校分）
17,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（7～9月分）の支出について
1,306,845

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（９月分）
1,655,710

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(5月　教育活動支援担当　人権・国際理解グループ分)
52,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(5月　高校教育担当分)
21,948

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(5月　教育活動支援担当　業務調整グループ分)
10,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(5月　教育活動支援担当　学力向上・英語教育グループ分)
32,418

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラットファイル外１６点の購入に係る支出について（インクルーシブ教育推進室運営用）
28,922

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供に係る経費の支出について（９月分　特別支援教育の充実　ＩＣＴ機器活用モデル研究）
22,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
248,360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（９月分）
562,560

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（９月分）
175,878

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　プログラミング実習用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（９月分）
161,838

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成28年度大阪市史編纂事業経費の支出について（第３四半期分）
6,829,569

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（９月分）の支出について
1,232

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　中央監視装置保守点検整備委託料分担金の支出について（上半期）
28,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（８月分）の支払いについて
108,330

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金９月分の支出について
1,279

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金９月分に支出について
16,041

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金８月分の支出について
114,984

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金９月分の支出について
235,678

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について（８月分）
1,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（８月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　ゴミ処理料（産廃含む）分担金の支出について（８月分）
12,042

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について　（８月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機整備業務の実施と同経費の支出について
428,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　スプリンクラー放水箇所復旧作業の実施と同経費の支出について
399,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機整備業務の実施と同経費の支出について
111,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東淀川図書館　共用部（放送設備）調査費用分担金の支出について
2,943

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（８月分）
50,307

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　雑排水ポンプ2号機取替業務の実施と同経費の支出について
334,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　廃棄物収集運搬・処理分担金の支出について（８月分）
37,278

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　空調設備交換修理費用（受水槽室、換気ファン用ベルト）分担金の支出について
3,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
101,337

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
386,408

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金８月分の支出について
490,492

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金８月分の支出について
111,399

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
580,608

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（９月分）
9,180

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,460

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,054

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　空調機コントローラ（ACU-1-1）修繕の支出について
108,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,600
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託にかかる支出について（9月分）
6,858,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金９月分の支出について
27,324

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金９月分の支出について
297,533

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金９月分の支出について
287,310

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
7,803,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務の経費の支出について（9月分）
132,624

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続　の経費の支出について（9月分）
2,095,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる経費の支出について（9月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　地域図書館（北図書館外２２館）コピー代の支出について（7～9月分）
340,304

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
7,578,036

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
2,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
10,811

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
358

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
42,570

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
18,021

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
437,252

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
38,318

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
35,395

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金９月分の支出について
141,151

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金８月分の支出について
107,047

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金８月分の支出について
7,997

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
15,656

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金８月分の支出について
67,045

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金８月分の支出について
17,646

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金９月分の支出について
339,632

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金８月分の支出について
163,165

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金９月分の支出について
83,441

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金８月分の支出について
163,286

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金８月分の支出について
188,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東成図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
88,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
13,032,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
126,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
53,676

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立大正図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
53,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（9月分）
26,378

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
128,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
109,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
81,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立浪速図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
43,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
90,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
84,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
43,830

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館清掃業務委託経費の支出について（９月分）
1,713,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
50,000
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立福島図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
68,561

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
39,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立島之内図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
64,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
45,900

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
127,831

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
95,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
56,635

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　機械警備費用分担金の支出について　（８月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　噴水設備管理委託料分担金の支出について　（７～９月分）
36,638

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東淀川図書館　廃棄物処理料分担金の支出について（４月～９月分）
29,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（９月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館玄関前北側の植木剪定料分担金の支出について
6,182

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　清掃業務委託費用分担金の支出について　（８月分）
10,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機修繕の実施と同経費の支出について
89,795

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機修繕の実施と同経費の支出について
57,986

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
46,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
29,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機修繕の実施と同経費の支出について
30,419

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
610,794

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大淀複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
46,189

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　生野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
93,312

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東成複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
87,415

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　港複合施設　昇降機保守点検業務委託経費の支出について　（７～９月分）
33,305

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
129,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　西成複合施設　昇降機保守点検業務の経費の支出について　（７～９月分）
18,354

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　中央複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
18,594

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　阿倍野複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
147,420

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　トレイ搬送設備保守点検業務の経費の支出について(４月から９月分)
1,661,083

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　昇降機保守点検業務経費の支出について（７～９月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　都島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月）
31,259

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　昇降機保守点検業務の経費の支出について（４月から９月分）
2,247,264

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　住之江複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
29,673

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　東住吉複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
35,167

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大正複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
37,470

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　此花複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
25,380

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　福島複合施設　昇降機保守点検業務経費の支出について　（７～９月分）
15,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
878

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
5,774

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 防犯カメラ（生野図書館）の買入の経費の支出について
27,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（９月分）の支出について
40,406

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
47,026

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（９月分）
55,822

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　福島図書館　機械警備料分担金の支出について（７～９月分）
6,912
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金９月分の支出について
8,567

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金９月分の支出について
154,522

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（９月分）
44,928

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　機械警備業務費分担金の支出について（７～９月分）
10,368

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館エレベーター保守点検料分担金の支出について（４月～９月分）
54,432

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　機械警備業務分担金の支出について（７～９月分）
12,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について
8,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 FAX用インクリボン　外６点の買入について
90,486

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金１０月分に支出について
13,216

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金９月分の支出について
498,129

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金８月分の支出について
18,247

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金９月分の支出について
433,432

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金８月分の支出について
275,262

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金８月分の支出について
38,528

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金１０月分の支出について
143,818

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金９月分の支出について
91,597

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　中央図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２８年９月使用分）
145,925

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について（９月分）
1,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　ゴミ処理料分担金の支出について（９月分）
5,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（９月分）
50,307

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　此花図書館　清掃業務費分担金の支出について　（７～９月分）
56,586

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　北図書館　防火扉キャッチロック工事経費分担金の支出について
19,103

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東淀川図書館　共用部（放送設備）修繕費用分担金の支出について
8,704

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館自動ドア保守点検業務委託料分担金の支出について（４月～９月分）
63,082

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（９月分）
21,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 サービス事業用第19回図書館フェスティバル周知用チラシの印刷経費の支出について
48,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館児童向け行事にかかる講師謝礼金の支出について（10月）
7,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用業務レシート用感熱ロール紙の購入経費の支出について
955,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用多言語サービス協力者謝礼金にかかる支出について（10月分）
3,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館外４館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（９月分）
43,200

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校図書館活性化事業用角材外３点の購入経費の支出について
65,934

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成28年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（９月）の協力者謝礼金の支出について
237,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（９月中央図書館）
130,468

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（９月地域図書館）
13,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダー機器長期借入経費の支出について（９月分）
91,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館講師謝礼の支出について
30,660

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用　平成２８年度古文書からみる大阪講座経費の支出について
8,880

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 学校図書館活用推進事業用ボックス型コンテナ外1点の購入経費の支出について
750,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービス
担当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 学校図書館活用推進事業用補助員への至急連絡用切手の購入について
51,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
222,609

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
194,756

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
260,322

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
146,880

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
168,320

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
194,337

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
174,479
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
187,971

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
1,158,470

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
1,037,462

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
905,305

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
1,197,629

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(8月分)
1,075,434

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)購入経費の支出について（８月分）
47,304

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書購入経費の支出について（７月～８月分）
204,237

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成28年8月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（8月分）
931,816

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
214,667

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語図書購入経費の支出について（７月～８月分）その２
771,406

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（９月分その１）
1,578,100

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
267,767

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（8月分）
253,342

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１６年９月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１６年９月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 港図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
36,633

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞購入経費(朝日新聞外1紙)の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用繁体字中国語図書及びマーク買入経費の支出について（９月分）
12,312

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 図書館閲覧用繁体字中国語図書及びマーク買入経費の支出について（９月分）
302,652

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
31,788

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(東亜日報)購入経費の支出について（4月～9月分）
26,574

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用(毎日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住之江図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクadvance/IP8)の支出について(平成28年9月分)
21,708

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成28年9月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表」使用料の支出について(平成28年9月分)
9,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law」使用料の支出について(平成28年9月分)
55,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成28年10月分)
162,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成28年9月分)
54,432

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成28年9月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成28年9月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」「日経テレコン21」使用料の支出について(平成28年9月分)
96,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Web OYA-bunko公立図書館版」使用料の支出について(平成28年4－9月分)
129,600

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成28年9月分)
34,110

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「KOD研究社オンラインディクショナリー」使用料の支出について(平成28年4月-平成28年9月分)
27,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成28年9月分)
8,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西成図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
16,851

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(毎日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 此花図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成28年9月分)
19,268

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館視聴覚サービス事業用録音資料買入経費の支出について（９月分）
679,142
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成28年9月分)
1,335

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成28年9月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１６年９月分）
307,648

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(読売新聞外５紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
63,843

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(産経新聞外３紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
69,852

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(東京新聞外39紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
514,089

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(朝日新聞外７紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
111,888

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本工業規格追録買入経費の支出について（９月分）
65,310

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録(「判例体系 知的財産権法」外2タイトル)買入経費の支出について（９月分）
8,448

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(毎日新聞外６紙)買入経費の支出について（７月～９月分）
115,164

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外10館閲覧用地図買入経費の支出について
21,500

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用新聞(建通新聞大阪)買入経費の支出について（７月～９月分）
21,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 島之内図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
22,170

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 天王寺図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
31,788

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
37,599

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(大阪日日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
6,150

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 福島図書館閲覧用新聞(毎日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(朝日新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
27,540

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞購入(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 淀川図書館閲覧用新聞(朝日新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 浪速図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 鶴見図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(毎日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
35,697

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(読売新聞)買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大正図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館閲覧用新聞(毎日新聞外3紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
46,707

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館閲覧用新聞(朝日新聞外2紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
36,333

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東住吉図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 住吉図書館閲覧用新聞(朝日新聞外3紙)買入経費の支出について（7月～9月分）
41,004

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 生野図書館閲覧用新聞(産経新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 城東図書館閲覧用新聞(読売新聞外1紙)購入経費の支出について（7月～9月分）
23,106

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 都島図書館閲覧用新聞(読売新聞)購入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書影データ使用料の支出について（ＢＯＯＫＡＳＰサービス）（２０１６年４月～９月）
97,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ購入ならびに利用料の支出について（ＴＲＣ新刊全件マーク外４点）（２０１６年４月～９月分）
2,561,139

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用書誌データ利用料の支出について（Ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ）（平成２８年４月～９月分）
258,742

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館閲覧用図書購入経費の支出について
2,400

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 浪速図書館閲覧用図書購入経費の支出について
1,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 此花図書館閲覧用図書購入経費の支出について
2,560

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
3,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入経費の支出について
9,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 此花図書館閲覧用図書購入経費の支出について
1,680

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（９月分）
48,276

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報買入経費の支出について（７月～９月分）
10,923

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌買入経費の支出について（９月分）
56,400

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（９月分）
56,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について（９月分）
17,060

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外３館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（９月分）
44,870

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（９月分）
968,964

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国アルファベット言語雑誌買入経費の支出について（９月分）
107,657

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用官報号外買入経費の支出について（４月～９月分）
15,528

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成28年10月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用固定電話および回線使用料の支出について(NTT西日本平成28年9月分)
15,015

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　教職員地域研修　浪速人権教育講演会の開催にかかる使用料の経費支出について
41,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用モノクロレーザープリンター外５点の購入にかかる経費支出について
136,479

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用環境推進トナー（マゼンダ）外１２点の購入及び経費の支出について
268,218

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 丸鋸昇降盤修理の実施及び同所要経費の支出について
149,040

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校研究発表会にかかる報償金の経費支出について（大正中央中９／７）
47,460

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる管外出張旅費の支出について（９／１７～１８北翔大学北方圏学術情報センター　北翔大学美術研究グループ美術による学び研究会）
35,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３６）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
3,580

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０３）にかかる管外出張旅費の支出について（８／４　横浜市教育会館他　第６０回全国小学校体育科教育研究会集会・横浜大会）
81,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２０）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
2,740

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／１６～１７　刈谷市産業振興センター　仮説実験授業フェスティバルたのしい授業への招待）
21,340

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／１～４　国立音楽大学　国立音楽大学リトミック講座）
51,300

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,680

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度教育課程研修数学科にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」玉造小学校第3回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,620

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」晴明丘南小学校第5回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「授業づくり講座（小学校）」事前協議にかかる講師謝礼等経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿地区教育研究（修）所連盟人権教育部会の参加にかかる経費支出について
1,470

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,180

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,528

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
406

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般維持管理用切手及び回数カードの購入にかかる経費支出について
4,100

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般維持管理用切手及び回数カードの購入にかかる経費支出について
6,000
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教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度教職員地域研修（北ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
8,160

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」研究協力校研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,540

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度2年次校園長研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
21,900

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」晴明丘南小学校第６回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第３回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
460

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
460

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
320

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）の実施及び同経費の支出について（平成28年9月分）
7,344

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（７／１７～１８　筑波大学附属小学校　第９回オール筑波算数サマーフェスティバル）
38,580

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３８）にかかる出張旅費の支出について（７・８月分）
5,560

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１６７）にかかる管外出張旅費の支出について（９／１７　筑波大学附属小学校　第５回実技虎の穴）
29,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の契約変更の実施及び同経費の支出について（平成２８年９月分）
497,880

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（天王寺小９／１３）
20,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度新任教員研修会（2年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の再支出について
28,464

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度新任教員研修会（2年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
8,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ブックエンド外６点の購入にかかる経費支出について
35,532

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用竹馬外８点の購入にかかる経費支出について
171,936

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 研修事業用楽器（和太鼓）運搬業務委託にかかる経費支出について
36,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 教職員地域研修事業用印刷機の緊急修理にかかる経費支出について
83,484

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
30,822

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
65,020

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
18,490

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
15,660

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
8,540

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
42,220

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　備品修繕料 教育センター事務用ノートパソコンの修理業務委託の実施にかかる経費の支出について
36,687

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（古市小７／５）
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（古市小８／３）
41,300

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（西天満小９／１６）
15,920

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（聖和小９／２１）
22,520

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３８）にかかる出張旅費の支出について（７・８月分）
9,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２５）にかかる管外出張旅費の支出について（８／１４　河合塾横浜校　河合塾教員研修プログラム）
28,640

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３８）にかかる管外出張旅費の支出について（８／１９　品川フロントビル　フランクリン・コヴィ・ジャパン　エデュケーションセミナー）
29,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１７３）にかかる管外出張旅費の支出について（９／１７　筑波大学附属小学校　第２回授業ＵＤカレッジ）
29,660

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１６７）にかかる管外出張旅費の支出について（８／２１～２２　池坊お茶の水学院　東京都学校保健研究会夏期研修会）
38,280

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１３）にかかる管外出張旅費の支出について（９／２１～２２　筑波大学付属小学校　つくばＩＣＴ研究発表会）
37,940

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２０）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
2,120

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１６２）にかかる出張旅費の支出について（再支出分）
4,500

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３８）にかかる管外出張旅費の支出について（９／２４　木島平村立木島平中学校　自主公開学習検討会）
26,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 道徳教育推進事業用副読本の購入にかかる経費支出について
52,248

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成２８年８月～９月分）
17,280

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１１）にかかる管外出張旅費の支出について（９／１２～１３　つくば市立春日学園義務教育学校他　第２回公開授業・研究協議会）
158,354

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（５）にかかる出張旅費の支出について（６・７月分）
1,600

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　読売新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111
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教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　朝日新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　毎日新聞外購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
23,121

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ＰＰＣ用紙（Ａ４）外１点の購入にかかる経費支出について
43,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用「内外教育」（平成２８年７月～９月分）の購読にかかる経費支出について
12,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　産経新聞購読料（７月～９月）にかかる経費支出について
12,111

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 教育センターの機能充実事業用ディスプレイ用スタンドの購入にかかる経費支出について
68,785

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度中学校音楽科研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,680

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度中学校音楽科研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,640

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（９月分）の支出について
9,538

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（９月分）の支出について
1,856

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（９月分）の支出について
56,037

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター中央監視盤装置保守点検業務委託にかかる経費支出について（平成２８年度第２四半期分）
189,540

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１５７）にかかる出張旅費の支出について（７・８月分）
3,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２５）にかかる出張旅費の支出について（６月分）
630

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」玉造小学校第4回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」春日出中学校第1回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
25,800

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ＣＤ－Ｒ外２点の購入にかかる経費支出について
180,468

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用クラフト封筒（角型２号）外１点の購入にかかる経費支出について
199,800

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用画用紙四つ切（白）外１４点の購入経費の支出について
179,064

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用コピー用紙（Ａ４）外２点(西・南ブロック)の購入及び経費支出について
304,462

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用コピー用紙（Ａ４）外２点(東・北ブロック)の経費支出について
170,046

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センターエレベーター保守点検業務委託ならびに同経費の支出について（平成２８年度第２四半期分）
567,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第11回 小中一貫教育全国サミットin武蔵村山参加にかかる経費の支出について
3,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度「がんばる先生支援」大阪市立旭陽中学校（グループ研究Ｂ）研究発表会　外１件の視察にかかる経費支出について
17,620

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（北田辺小１０／５）
22,400

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会保健養護部全市研究発表会実施にかかる報償金の経費支出について
20,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター一般廃棄物収集運搬業務委託（平成28年7月～9月分）
10,368

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第11回 小中一貫教育全国サミットin武蔵村山参加にかかる経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（７／２９～３１　南風原町立中央公民館他　学校経営＆授業改善セミナー）
47,470

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／２７　国立オリンピック記念青少年総合センター　第４回村野聡サマーライブ！）
29,560

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１５３）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
920

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／７　神奈川県横浜市開港記念会館　第８回小学校全国国語教育研究大会）
29,120

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３８）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
2,760

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０４）にかかる出張旅費の支出について（１０月分）
640

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度教職員地域研修（北ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,600

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,200

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,120

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,520

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第4回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,520

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」長橋小学校第5回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,520

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,340

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,340

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 幼児教育研修会（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,300

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,000
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教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,580

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」長橋小学校第4回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,550

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,580

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,160

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,240

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度学校園運営研修（２）「道徳教育」にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,680

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,220

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」春日出中学校第2回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
17,670

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度学級集団づくり研修会（2年目）にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,360

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(2)「授業づくり1-①」(3)「子ども理解1 子ども理解と学級づくりの基礎」にかかる講師謝礼等経費の支出について
12,280

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２８年９月分）の支出について
4,850

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２１２）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
5,220

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（９／３　広島大学附属三原小学校　授業研修会（第７弾））
17,220

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４１）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／１３～１５　佐賀市文化会館他　佐賀県ＩＣＴ利活用教育フェスタ兼全日本教育工学研究協議会）
44,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／２８研数学館Ｂ館　研数学館算数・数学講演会）
29,860

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３８）にかかる出張旅費の支出について（７月分）
1,400

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（８／２７筑波大学付属小学校　第４回道徳教育研究大会）
29,640

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２８年９月分）の支出について
2,710

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２８年９月分）の支出について
51,290

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２８年９月分）の支出について
50,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２８年９月分）の支出について
14,960

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 第50回全日本中学校道徳教育研究大会石川大会参加にかかる経費の支出について
1,500

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度全国教育研究所連盟協議会（愛知大会）にかかる経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第50回全日本中学校道徳教育研究大会石川大会参加にかかる経費の支出について
5,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度全国学校保健・安全研究大会参加にかかる経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会全市研究会（音楽部）実施にかかる報償金の経費支出について
24,980

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　４ブロック研究発表音楽部にかかる報償金の経費支出について
22,660

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究指定校校内研修会にかかる報償金の経費支出について（西天満小１０／１４）
15,920

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度教職員地域研修（西ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」長橋小学校第6回校内視察にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,680

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
440

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
560

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 第22回近畿中学校社会科教育研究大会兵庫大会参加にかかる経費の支出について
2,000

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／１９富士市立元吉原中学校　富士市立元吉原中学校公開校内授業研修会）
23,320

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
9,220

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４０）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
610

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３０）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／１４　横浜花咲ビル　第５６回大都市公立中学校英語教育研究会連絡協議会横浜市大会）
29,140

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２３３）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／８・９　愛媛県ひめぎんホール　２０１６年度日本語教育学会秋季大会）
45,400

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００３）にかかる出張旅費の支出について（８月分）
720

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００１）にかかる管外出張旅費の支出について（１０／８～１０　サンポートホール高松・かがわ国際会議場　日本教育心理学会第５８回総会）
31,500

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第１１回　小中一貫教育全国サミットin武蔵村山　への参加にかかる経費支出について
36,920

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 第１１回　小中一貫教育全国サミットin武蔵村山　への参加にかかる経費支出について
36,920

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用トナーカートリッジ（イエロー）外３点の購入にかかる経費支出について
111,888

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 大阪市教育センター３・４階庭園排水口詰り通し業務の実施及び所要経費の支出について
85,860

教育委員会事務局 管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター施設維持管理業務委託長期継続にかかる経費支出について（平成２８年度上半期分）
3,052,080

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（８月分）
3,202,272
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教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（８月分）
1,675,008

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２８年８月分）に支出について
77,090

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２８年８月分）に支出について
44,570

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 内代小学校　増学級に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託の実施にかかる経費の支出について
91,908

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業推進会議（２）にかかる報償金の支出について
95,210

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
198,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
198,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（８月分）
396,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（７月分）
396,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２８年９月分）に支出について
73,820

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２８年９月分）に支出について
41,380

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（９月分）
182,520

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
18,851,400

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター 研修申込サーバ機器一式 長期借入にかかる経費支出について（９月分）
35,035

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（９月分）
217,188

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　再リースの実施並びに所要経費の支出について（９月分）
4,416,335

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教職員研修用パソコン実習室機器一式　再リースの実施並びに所要経費の支出について（９月分）
55,296

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うProxyサーバ長期借入にかかる経費支出について（９月分）
502,416

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター 教育用コンテンツサーバ機器一式 長期借入にかかる経費支出について（９月分）
133,056

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
198,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（南・西ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
1,765,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
1,624,536

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
41,601,139

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（４月分から９月分）
2,705,958

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（９月分）
3,202,272

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託にかかる経費支出について（４月分から９月分）
12,884,958

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
1,904,448

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,875,537

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
861,880

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（９月分）
101,805

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(PLC)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
1,080

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
17,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（９月分）
226,168

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
1,812,790

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(無線)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
11,036

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（９月分）
7,794,844

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
9,720

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
76,655

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
84,869

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（９月分）
4,157,757

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
18,519,310

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（友渕小学校（分校））２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
7,808

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,984,240

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
73,123

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,890,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,262,196

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,232,769
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教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,325,306

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
207,064

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
62,208

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（南・西ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
200,664

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
86,400

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,116,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,814,270

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,593,648

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,371,572

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
2,400,451

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,889,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（９月分）
1,675,008

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
396,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（４月分から９月分）
432,954

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（９月分）
18,727,661

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託にかかる経費支出について（４月分から９月分）
6,749,268

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
2,330,856

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
73,248

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
8,725,742

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
15,552

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(無線)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
2,759

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
17,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
679,796

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（９月分）
1,865,295

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（我孫子南中学校）にかかる経費支出について（９月分）
134,784

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
3,240

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,298,880

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
172,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,553,040

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,479,816

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（９月分）
100,348

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(PLC)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
540

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
153,309

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（９月分）
7,964

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
896,559

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
713,626

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
95,477

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
104,461

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
96,293

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-北ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,054,989

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
1,262,196

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（９月分）
56,220

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
825,390

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（９月分）
396,968

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（９月分）
3,258,578

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
15,120

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））２回目再リース保守業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
70,632
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教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）２回目再リースにかかる経費の支出について（９月分）
10,608

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-東ブロック）にかかる経費支出について（９月分）
203,040

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（９月分）
14,666

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　再リースの実施並びに所要経費の支出について（９月分）
209,305

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（平成２８年９月分）
811,188

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
1,123,632

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（７月分～９月分）
432,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
505,440

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（７月分～９月分）
797,538

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
73,872

教育委員会事務局 教育振興担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（７月分～９月分）
66,462

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月５日払）の支給について
155,704,524

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月５日払）の支給について
184,971,300

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　１０月５日払）の支給について
44,352,573

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　１０月５日払）の支給について
355,308,529

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,274

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（９月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムサーバー装置等長期借入経費の支出について(平成28年９月分)
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置再借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,905

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校経営管理センター事務所の賃借及び倉庫使用に係る経費の支出について（１０月分）
3,628,176

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジ外３点の購入及び同経費の支出について
174,744

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用複写機に係るコピー代金の支出について（９月分）
19,964

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（９月分）
977,412

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
19,281

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金等の経費支出について（９月分）
138,990

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
426,377

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
540,470

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
91,650

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　１０月５日払における口座振替不能）の再支給について
973,601

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
4,196

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
560

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
8,823

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（９月分）
64,916

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（９月分）
115,497

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システム保守業務委託経費の支出について（前期分）
760,153

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ９月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ９月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（９月分）
12,966

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（９月分）
287

教育委員会事務局 事務管理担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（９月分）
112,913

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）９月分
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　備品修繕料 業務用金庫の鍵交換修理にかかる経費の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
87,268

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
9,490,249

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
3,003,461

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　ＮＨＫ放送受信料の支出について
2,219,357
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教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
47,795,316

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
92,736,868

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
27,856,305

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
52,639,808

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
11,021,757

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（９月分）
6,053,860

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,710,274

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,127,914

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
957,477

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,309,845

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
894,450

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３２校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
738,874

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
1,073,785

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
430,661

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
675,108

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３２校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
387,029

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
583,404

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
339,750

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
452,120

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
531,018

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度全国夜間中学校研究会会費の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 旭区、城東区、鶴見区の大阪市立学校（５５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
90,014

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 住之江区、住吉区の大阪市立学校（４５校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
38,894

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 北区、都島区、中央区の大阪市立学校（４６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
231,895

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 西区、港区、大正区、浪速区の大阪市立学校（５４校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
70,802

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 阿倍野区、西成区の大阪市立学校（３２校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
70,369

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 天王寺区、東成区、生野区の大阪市立学校（５６校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
56,515

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 福島区、此花区、西淀川区の大阪市立学校（４３校）の一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
61,773

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金等の経費支出について（９月分）
15,506

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
19,440

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
129,600

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
32,400

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
84,240

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
6,480

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
64,800

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 学校徴収金用口座振替等データ伝送にかかる手数料の支出について（４月～９月分）
38,880

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
237,362

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
104,767

教育委員会事務局 学務担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校産業廃棄物のリサイクル処理業務委託経費の支出について（単価契約）７～９月分
15,551

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（１０月支給分）
43,820,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
45,550,824

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 市費負担教員の失業者の退職手当について
241,225

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支出について
13,991,824

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２８年１０月　給与の支出について
109,041,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支出について
1,325,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支出について
14,794,686



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支出について
3,171,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
67,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支出について
26,398,841

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支出について
2,740,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２８年１０月　給与の支出について
791,146

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月　報酬の支出について
10,540,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月　報酬の支出について
2,415,980

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月　報酬の支出について
9,546,641

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月　報酬の支出について
2,824,026

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月　報酬の支出について
51,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月　報酬の支出について
3,540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支出について
302,850,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２８年１０月　給与の支出について
41,525,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支出について
11,016,525

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支出について
55,805,081

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支出について
374,965

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
105,335

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支出について
52,173,876

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支出について
7,539,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２８年１０月　給与の支出について
542,291

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（９月分）の支出について
43,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月　報酬の支出について
4,647,140

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
33,829,004

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２８年１０月　アルバイト賃金の支出について
3,632,315

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月　報酬の支出について
112,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支出について
62,813,346

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２８年１０月　給与の支出について
41,043,639

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支出について
3,640,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支出について
15,316,672

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
92,998

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支出について
21,130,305

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
1,852,750

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支出について
2,548,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２８年１０月　給与の支出について
532,459

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
5,344

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（９月分）の支出について
22,284

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（９月分）
8,902,020

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２８年１０月　アルバイト賃金の支出について
1,742,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支出について
35,373,434

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２８年１０月　給与の支出について
442,354,549

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支出について
11,677,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支出について
56,064,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支出について
2,853,325

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
1,275,770

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支出について
99,703,561

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２８年１０月　給与の支出について
5,351,186

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２８年１０月　給与の支出について
4,010,400
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支出について
7,094,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支出について
7,183,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２８年１０月　給与の支出について
6,329,288

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月　報酬の支出について
19,084,040

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２８年１０月　アルバイト賃金の支出について
2,479,856

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月　報酬の支出について
2,991,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（９月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 給与の支出について（１０月追給分）
762,275

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 給与の支出について（１０月追給分）
83,848

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（９月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託の経費の支出について（９月分）
39,761,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（９月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度　教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託（単価契約）の経費支出について（９月分）
18,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム保守・運用支援業務委託の経費の支出について（平成２８年４～９月分）
9,915,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
11,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月分）
17,928

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入の経費の支出について（９月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援サービス運用保守業務委託の経費の支出について（９月分）
673,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
344,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続の経費の支出について（９月分）
442,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度教職員情報システム保守・運用支援業務委託経費の支出について（４～９月分）
27,063,957

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用　学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入の経費の支出について（９月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器更新に伴うサーバ機器等長期借入の経費の支出について（９月分）
453,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
897,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用　学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（９月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（９月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（９月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（９月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
111,102

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（９月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（９月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
9,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（９月分）
485,931
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（９月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（９月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（９月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
1,030,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（９月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
36,841

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（９月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（９月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（９月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
45,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（９月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（９月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（９月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（９月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（９月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（９月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（９月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（９月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（９月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
424,438

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（９月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
173,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（９月分）
1,610,904

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市教育委員会教職員情報システム（教職員人事・給与システム）再構築業務委託の経費の支出について（平成２８年７～９月分）
291,998,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続の経費の支出について（９月分）
70,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
19,823,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
572,592

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
6,204,799

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
209,952

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
14,770,726

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
1,618,606

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（９月分）
798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費支出について（９月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（９月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 大阪府費教職員給与支給にかかるデータ伝送用回線使用料の経費の支出について（９月分）
5,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　教職員情報システム用専用回線使用料の経費支出について（９月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の経費支出について（９月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
1,367,593

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費支出について（９月分）
4,624,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
2,153,856

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
71,204,711

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
6,824,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
282,198

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
378,053

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
1,146,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
14,656,139
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
437,976

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
7,630,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
217,481

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（事務費下半期）の支出について
1,992,696

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（１０月分）の支出について
90,524,316

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（９月分）の支出について
14,823,516

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（９月分）の支出について
443,147

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（９月分）の支出について
333,846

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（９月分）
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外購入の支出について
21,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
14,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 板ダンボール外の購入の支出について
76,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸の購入の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
2,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 跳び縄　購入の支出について
77,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人工芝　外　購入の支出について
65,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人工芝　外　購入の支出について
138,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
8,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 放送装置修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外の購入の支出について
55,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所ゴミ受け　購入の支出について
81,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長なわ　外の購入の支出について
243,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
44,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
145,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管他購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳篭置台の購入の支出について
47,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗、外購入の支出について
79,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクパーツ外購入の支出について
74,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードユニット購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金たわし外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
13,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
17,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
105,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス水槽購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
91,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
30,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
51,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
90,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
514,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
196,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗　ほか　の購入の支出について
42,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー購入の支出について
28,080
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
166,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「あたらしいこくご一下」外　購入の支出について
165,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル天秤ほか　購入の支出について
55,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 肌掛布団　購入の支出について
6,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ　外　購入の支出について
59,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルホーキセット　購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
188,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外購入の支出について
37,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用図書「たのしいことば遊び絵本」他購入の支出について
136,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス管　外　購入の支出について
87,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台ふきん　購入の支出について
25,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒（折りたたみ式）購入の支出について
269,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 杭　外　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土ほか購入の支出について
169,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 庭用ホーキ外購入の支出について
30,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　購入の支出について
21,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵具　外　購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニヤ板他購入の支出について
22,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布　外購入の支出について
52,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤他購入の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
123,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リレーバトン外３点購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
25,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書「国語３年」外購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
34,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
413,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱鍋外購入の支出について
47,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,710,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室天井雨漏り補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門丁番修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年学習室ガラス入替補修工事の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫土間補修工事の支出について
193,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送卓修理の支出について
22,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ用手洗い水栓修理の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバットテフロン加工の修理の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理員休養室エアコン修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式シンク修理の支出について
136,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張替修理の支出について
62,089
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄製遊具他修理の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 書画カメラ修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送装置修理の支出について
96,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学（１０／４）交通費の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／４）の支出について
14,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 体重計量器検査手数料の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 消火器引取手数料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 スノコ清掃業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校内除草、刈込、伐採作業業務委託の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 天満天神繁昌亭入場料　児童分の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 「ＥＬＭＥＲ」ＢＩＧＢＯＯＫ　外　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こわ～い都市伝説」他購入の支出について
221,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書例解小学国語辞典外購入の支出について
354,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
61,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
29,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール購入の支出について
49,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊　外　購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑菌用漂白剤　外　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーミット　外　購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪府公立高等学校赤本外購入の支出について
13,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール　外購入の支出について
49,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１７年度高校入学案内一覧　近畿版購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰ほか購入の支出について
227,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹材購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 解剖皿　外　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜作成ソフト　外　購入の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
449,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる苗の購入（１０／４）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンケートシートの購入の支出について
31,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「高校入試問題工房」外　購入の支出について
34,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ賞状用紙外購入の支出について
56,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他購入の支出について
185,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
7,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外　購入の支出について
89,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　外　購入の支出について
57,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン外の購入の支出について
78,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　外　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディープパンほか１点購入の支出について
44,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード用紙購入の支出について
27,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
93,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
270,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
223,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
544,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,228,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,377,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 談話室・美術室窓ガラス破損修理の支出について
15,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 洗面台外補修工事の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用給水ポンプ修理工事の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理　外の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器の修理の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
87,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外修理の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学生国際交流にかかるスイスへの派遣生徒交通費の支出について
327,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料および運搬料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料および運搬料の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セーフティマットほか購入の支出について
234,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「羊と綱の森」外購入の支出について
257,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コネクタ変換基板　外購入の支出について
5,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セラミック発振子　外購入の支出について
9,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
12,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
10,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
160,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＩＣ外購入の支出について
28,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校行事記録用にかかる写真印刷代（１０／３）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
17,361,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドコンセント修理他の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 空気調和実習装置の修理の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒成績等関係書類送付（１０／３）用切手購入の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノの運搬の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 普通教室棟前ハチの巣撤去作業業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 ウオータークーラー水質検査委託料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コンビニ人間」外　買入の支出について
81,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アンマーとぼくら」外購入の支出について
53,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スタフ」外の購入の支出について
80,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン外の購入の支出について
46,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー　購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
12,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シュレッダー　他　購入の支出について
26,406
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 体育館フロアシート購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 大玉転がし用カラー大玉購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボードの購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サウンドプレーヤー　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 箏収納スタンド外購入の支出について
25,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 書画カメラ他購入の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓硝子入替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール受水槽漏水補修工事の支出について
236,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室の空調設備の室内機補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関鉄扉補修工事の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館３階女子トイレ手洗器排水補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ボイラー取替工事の支出について
274,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修工事の支出について
128,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階４年１組教室床面補修工事の支出について
225,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機設置工事の支出について
470,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレブース改修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 セミナーハウス西側屋外排水管詰り修理の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解・清掃の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 絶縁不良照明器具取替工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場排水補修工事の支出について
770,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階講堂裏ポンプ室　ポンプ補修工事の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室外機補修工事の支出について
285,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
499,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ他購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 簡易組立て式ビニールプールの購入の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 苗ブロッコリーなど購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ホワイトボード・コルクボード　購入の支出について
11,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙など購入の支出について
51,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 水性ペン外購入の支出について
34,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープなど購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 写真用紙　外　購入の支出について
117,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 トーンチャイム　購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーテープ　他購入の支出について
62,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性アクリル塗料外１２点の購入の支出について
115,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 装飾用テープ外購入の支出について
66,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
373,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力接着剤　外購入の支出について
142,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
409,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗　購入の支出について
32,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「書写　２年」外　購入の支出について
16,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　外　購入の支出について
38,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　他購入の支出について
243,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機ゴミパック　外　購入の支出について
27,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定規　他　購入の支出について
91,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
164,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　外　購入の支出について
113,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺菌消毒薬外購入の支出について
150,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールテープ　外　購入の支出について
38,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
751,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　外購入の支出について
138,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直定規外購入の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
516,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
66,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「みんなで考える道徳１年」外購入の支出について
33,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルキッチン秤　外購入の支出について
22,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ外購入の支出について
94,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外購入の支出について
37,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブンミット外の購入の支出について
130,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー工作用紙外購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土他購入にかかる経費の支出について
182,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
44,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき　外　購入の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン他購入にかかる経費の支出について
96,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型プリンター用紙　購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 封筒　外　購入の支出について
87,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
96,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土外購入の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外購入の支出について
229,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外の購入の支出について
60,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　他　購入の支出について
80,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼カラー模造紙　外　購入の支出について
76,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス外購入の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤⅤＤプレーヤー　他　購入の支出について
29,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガムテープ　外の購入の支出について
95,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保冷剤固定バンド外購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
50,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふみきり板購入の支出について
19,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土購入の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールカゴ外購入の支出について
138,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性木工用接着剤　外購入の支出について
58,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
16,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
144,599
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
49,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙４切外購入の支出について
124,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易水質検査器　外購入の支出について
161,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大旗購入の支出について
38,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キラキラホログラムテープ外購入の支出について
28,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小旗　ほか　購入の支出について
35,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科準備室及び理科準備室鍵取替工事の支出について
55,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年２組教室入口ガラス入替工事の支出について
3,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室　照明器具取替補修工事の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明補修工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室３槽水槽水漏れ補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火設備修理工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン　配線補修工事の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室土間側溝スノコ蓋修理の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階身障者用便器不良修理の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸張替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替　工事の支出について
5,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門タイル補修の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室インターホン移設工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸設置工事の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ引戸補修追加工事の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水栓補修工事の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ引戸補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコンＰＣーＶＫ２４ＬＸキーボード修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポータブルアンプ修理の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 配管パイプ扉鍵補修の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール・上り棒塗装修理の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機ＰＰ－５０００Ｗ修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 室外設置冷蔵庫修理の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
59,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用　固定釜　修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク排水部修理の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 南校舎３階男子トイレ小便器補修の支出について
16,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷凍庫修理の支出について
49,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
26,244
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室配膳台網戸張替補修の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム　外修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室冷蔵庫修理の支出について
75,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料リサイクル料にかかる経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／５）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／５）の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０月５日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 フードスライサ用刃物取替作業の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料リサイクル料にかかる経費の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高木剪定・樹木薬剤打込み業務委託の支出について
141,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミニサッカーゴールの購入の支出について
93,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットエアコン外購入の支出について
368,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくだってトカゲ」　外　購入の支出について
196,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「図書館版　ヒミツの手帳」外購入の支出について
371,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『きいろいばけつ』　外　購入の支出について
172,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宮西達也の絵本」ほか購入の支出について
323,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学国語学習辞典」購入の支出について
30,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「からすのパンやさん」外購入の支出について
360,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイヤ外購入の支出について
6,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード購入の支出について
22,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーラインパウダー　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 変換コンバーター　ほか　購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　他　購入の支出について
28,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボールの購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター外購入の支出について
76,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
249,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　ほか　購入の支出について
28,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外の購入の支出について
36,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライ返し　外購入の支出について
93,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーゲームシャツ　購入の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外の購入の支出について
102,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料（営繕班作業用）外の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習参考書　購入の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
89,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃外購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール他購入の支出について
80,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
155,520
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
29,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半透明白４つ穴ボタン　外　購入の支出について
44,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン外購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「やさしさで溢れるように」外の購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙（クリーム色）外購入の支出について
20,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２８年度公立高校入試問題購入の支出について
27,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段用アートシール外の購入の支出について
44,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか購入にかかる支出について
282,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スティックのり　色消えタイプ　他　購入の支出について
64,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書用ラベルフィルム外１点の購入の支出について
22,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター足台外購入の支出について
194,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室用トナーカートリッジ外購入の支出について
47,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス　外　購入の支出について
115,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
570,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
332,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外の支出について
40,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　購入の支出について
372,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
82,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　ほか　購入の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外の支出について
99,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 藍染めセット　外　購入の支出について
52,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアブック　外購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーセット外７点購入の支出について
18,499

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
48,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床排水トラップ用椀　他　購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　外　購入の支出について
34,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
21,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎　窓ガラス入替補修工事の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館壁コンセント取替補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール給水用バルブ取替えの支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－３教室廊下側窓ガラス入替工事の支出について
5,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話設備工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポットライト修理の支出について
65,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂ♭クラリネット修理　外の支出について
73,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 教室用カーテンクリーニング処理手数料の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 英語教育活動業務委託の支出について
167,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ズートピア」外購入の支出について
313,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵さがし絵本」外の購入の支出について
393,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 講演　講演「競技力向上のために」の講師料の支出について
54,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レジ袋外購入の支出について
35,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自立支援生徒教材用「ＳＳＴワークシート」購入の支出について
5,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットバー平鋼　外購入の支出について
5,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道用面購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールホース他の購入経費の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
18,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２連エアーカプラー外購入の支出について
28,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル樹脂絵の具　外　買入の支出について
125,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲンランプの購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 散水ホース　外の購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
48,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
93,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーの購入経費の支出について
46,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ランプ交換外補修工事の支出について
197,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 散水用配管止水作業の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理（ＤＫＤ－１３１０６５）の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大学等入試願書他送付にかかる郵送料の支出について
6,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 廃棄物収集処理業務委託（臨時）の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西淀川スポーツセンター８月分利用料の支出について
123,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「美しき羽毛」外購入の支出について
93,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘルメット外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 信号器　他　購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グラウンドレーキ　外購入の支出について
126,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓上鉄琴　購入の支出について
74,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オフィスチェアー購入の支出について
197,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤外購入の支出について
25,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 リバーシブルユニホーム外の購入の支出について
67,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防球フェンス外の購入の支出について
28,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレーボール支柱基礎補修工事の支出について
588,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い排水管補修工事の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室固定釜入替ガス設備工事の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器自動洗浄装置修繕工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床面補修工事の支出について
254,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室下拵室倉庫アルミサッシ戸車取替工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各校舎階段手すり取り付け工事の支出について
355,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室床下排水管補修工事外の支出について
637,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自転車置き場屋根補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食機器設置に伴う電源工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　食缶消毒保管庫電源設置工事の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室ガス回転釜更新工事の支出について
943,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下土間補修工事の支出について
429,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠補修工事の支出について
89,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備補修及び給食室スピーカー設置工事の支出について
456,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場側溝付近校庭整備　補修工事の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス回転釜更新工事の支出について
943,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホールサンシェード補修工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂玄関前ひさし部等防水修繕工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関通用門オートロック錠補修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門タイル張替補修工事の支出について
263,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気扇フード防虫網取替工事の支出について
135,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階廊下窓ガラス補修の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 吊下げ式バスケットゴール補修工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 蛍光灯用照明器具取替補修工事の支出について
67,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南東校舎１階教室前廊下漏水補修工事の支出について
648,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書館外壁及び天井部補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室送風機補修工事の支出について
320,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室児童だまり電気回路漏電補修の支出について
18,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場北側埋設給水管漏水補修　工事の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館フロアの支柱穴補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室　床面補修工事の支出について
82,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 流し台設置工事の支出について
278,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室プロジェクター壁掛工事の支出について
946,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ収納ケース購入の支出について
78,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マーチングチューバ購入の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗・花の土　購入の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 メッシュベストの購入の支出について
15,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮の文化体験学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 同和教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダンス指導研修会にかかる講師謝礼の支出について
88,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
16,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布　外の購入の支出について
29,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンクタイヤ一輪車　購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク　購入の支出について
37,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋、他購入の支出について
147,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレスリッパ購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
233,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓用ホース外購入の支出について
245,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　他　購入の支出について
163,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　道具整理ケース　外　購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４年生秋の遠足にかかる児童交通費他　１０／６の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし外購入の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和英えじてん　外５点　購入の支出について
26,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土、他購入の支出について
66,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
52,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居ケース　外購入の支出について
16,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器外購入の支出について
49,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スパテラ外購入の支出について
62,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平デスク　他　購入の支出について
58,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他購入の支出について
71,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修の支出について
5,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機ボイラー修理の支出について
96,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館網戸張替補修の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外の修理の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器洗浄機　修理の支出について
172,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年自然体験学習参加児童交通費外（１０／６）の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生秋の遠足にかかる児童交通費他　１０／６の支出について
23,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年校外活動にかかる参加児童交通費の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／６）の支出について
20,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電話機点検調整手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる参加児童交通費・入館料の支出について
1,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費　外（１０／６）の支出について
31,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年自然体験学習参加児童交通費外（１０／６）の支出について
9,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　道具整理ケース　外　購入の支出について
44,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 平デスク　他　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドラム式洗濯乾燥機　購入の支出について
131,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネットほかの購入にかかる支出について
157,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
250,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計ホルダー　外購入の支出について
23,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計　外　購入の支出について
260,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防草シートほか購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　購入の支出について
17,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸他購入の支出について
16,623

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ外の購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化に係る消耗品の購入（１０／５）の支出について
5,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹刀購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用つい立　購入の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
187,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロールテープ　外　購入の支出について
75,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グループボート外購入の支出について
393,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
7,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 鍵穴修理補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館暗幕修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 配管清掃業務委託の支出について
384,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラー拡大機（大判プリンター）購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカードの購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パンフレットスタンド　外　購入の支出について
55,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 分電盤修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送装置修理請負経費の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 学校説明会実施にかかる手話通訳派遣の支出について
9,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 美術科校外活動にかかる付添教員入場料の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿定時制通信制高校長会研究協議会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿地区定通制高校長協会研究協議会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 だしかご外購入の支出について
139,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードディスク外の購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脚立購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ポートボール台　外　購入の支出について
119,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レシーブ練習器購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 五線譜黒板　購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉄杭購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火設備不良箇所（フート弁）修繕の支出について
331,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館出入口鉄扉蝶番補修の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 保健室洗濯機用給排水設置工事にかかる経費の支出について
102,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 だしかご外購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科公開授業にかかる講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイクロホン　外購入の支出について
170,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ９月分実習講師謝礼の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添看護師派遣の取り消し料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 林間学習（７／２６・２７）の付添看護師謝礼金の支出について
7,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書　購入の支出について
73,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書「現代の国語１」外の購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストレーナー　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ　外　購入の支出について
23,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書新編新しい国語二下外購入の支出について
46,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ブタがいた教室」他購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生色画用紙　外の購入の支出について
205,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
82,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編あたらしいこくご一」外　購入の支出について
133,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装コンパネ　外　購入の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教科書購入の支出について
74,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス　外　購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき他購入の支出について
31,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「近代医学の基礎を築いた人々」外　購入の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書新編新しい国語二下外購入の支出について
1,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
129,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エフセル仕切り板　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（前期）印刷の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ洗浄修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
33,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習交通費６２名分（１０／７）の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の自然体験学習児童交通費（１０／７）の支出について
42,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
12,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／７の支出について
61,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
8,192



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
10,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
13,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年校外活動参加児童交通費外（１０／７）の支出について
43,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０月７日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
10,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／７）の参加児童交通費の支出について
21,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
15,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的活動にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
9,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０月７日社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／７）の支出について
28,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に係る付添職員入場料（１０／７）の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習（遠足）にかかる児童入場料及び交通費の支出について
2,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年秋の遠足付にかかる添職員入場料（１０／７）の支出について
960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年校外活動参加児童交通費外（１０／７）の支出について
10,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外の購入の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けエアコン購入の支出について
124,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本の民話えほん第１集」外購入の支出について
372,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ながいながいよる」外　購入の支出について
268,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かぶと虫侍セット全５巻」外購入の支出について
346,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書（きょだいなきょだいな　外）購入の支出について
277,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「のりものくらべ」外購入の支出について
384,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ他購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙　外購入の支出について
27,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やに購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形水彩絵具　外の購入の支出について
37,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
50,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験薬品外購入の支出について
107,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 カメラ付ドアホン修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 文化発表会にかかる会場使用料の支出について
109,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 文化発表会にかかる会場使用料（会議室）の支出について
2,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他購入の支出について
8,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙他購入の支出について
46,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他購入の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 普通教室ＧＨＰ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 大型カメラの修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紅白玉購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電源設置工事の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 屋外用テント購入の支出について
160,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
12,528
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関扉修理外の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 インターホン取り付け工事の支出について
153,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 通信用ｓｉｍカード購入経費の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボードの購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 車輪外購入の支出について
16,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 日本教育心理学会第５８回総会参加費他の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ２０１６年度日本語教育学会秋季大会資料代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 大判プリンターの購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度　特別支援教育講座参加費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本教育行政学会大会参加費（１０／８）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本教育行政学会参加費（１０／８）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第１５回総会・研究（沖縄）大会　参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本教育心理学会第５８回総会参加費他の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本・ピアサポート学会参加費（１０／９）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
6,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会所桝　外購入の支出について
65,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤランプ外購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用　椅子　購入の支出について
215,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙筒ほか購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん他購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか購入の支出について
181,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしい国語一下」外購入の支出について
52,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平刷毛　他　購入の支出について
30,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
7,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
56,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　購入の支出について
210,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外　購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 額縁　外　購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他購入の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外購入の支出について
28,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用イレーザー　外５点購入の支出について
40,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外　購入の支出について
176,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
54,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
85,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
34,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　外購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
119,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
719,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
41,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ釘　購入の支出について
23,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 麺ひしゃく外購入の支出について
185,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツイン蛍光灯　外　購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール・外　購入の支出について
72,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機フィルター　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品　購入の支出について
5,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　ほかの購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
362,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
78,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス　外購入の支出について
48,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー他購入の支出について
53,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外の購入の支出について
265,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
56,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２７年公式過去問題集（６・７級）の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　外　購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗外購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙　外購入の支出について
39,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　他　購入の支出について
52,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「ＰＩＳＡ型読解力学習ノート」購入の支出について
86,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
57,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
30,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木購入の支出について
15,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
62,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
1,092,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 縮小屏風「重文奥の細道図屏風」他の購入の支出について
33,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ビニール紐　外　購入の支出について
42,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ外購入の支出について
15,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色付蒸発皿他購入の支出について
17,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外　購入の支出について
20,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソゴチェ外購入の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 芝刈り機燃料購入の支出について
1,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス戸車入替工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電遮断器取替工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
8,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室空調機補修工事の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館ガラス補修の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図書室壁紙貼り替え工事の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階エレベーター前水道蛇口取替工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン外修理の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
22,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機修理の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動水栓修理の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオンの修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠操作押釦修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ・ＭＤラジカセ修理の支出について
96,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
24,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
11,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（１０／１１）の支出について
25,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＯＡ用机及び椅子運搬作業業務の支出について
15,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミニバット　テフロン加工手数料の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞「雨ふり小僧」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布委託料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布業務委託の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
49,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習（遠足）にかかる児童入場料の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 組立式パイプテント購入の支出について
93,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャスター付テーブル　購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 行事用テントの購入にかかる経費の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン購入の支出について
346,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
767,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「どんぐりむし」外購入の支出について
358,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ねこの学校」外購入の支出について
290,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
89,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳　教師用指導の手引き　外購入の支出について
28,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　外　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
273,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校経営の危機管理（追録）２５～２６　購入の支出について
3,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ合板　購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術室用生徒机　外　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガステーブルコンロ購入の支出について
209,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レガース　外　購入の支出について
32,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶筅　外　購入の支出について
9,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
87,436
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
82,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
20,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンポン玉外購入の支出について
51,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ外購入の支出について
91,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
44,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペルチェ素子　他購入の支出について
13,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道着購入の支出について
111,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
832,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ６速ギアボックスＨＥ　他　購入の支出について
101,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
192,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話機配線　補修の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 サッシ窓戸車取替え工事の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館１階入口窓ガラス破損補修工事の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉ヒンジ等不良補修工事の支出について
119,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂棟１階窓ガラス入れ替え補修の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階男子トイレ補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 外構壁面補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵ショーケース　修理の支出について
116,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 受水槽部品取替修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
56,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学級集団アセスメント診断業務委託の支出について
78,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 本館・体育館屋上排水溝等清掃業務委託の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ　借入の支出について
38,421

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン　購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「キッズクラウン和英辞典」外購入の支出について
45,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
11,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
24,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
287,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 広帯域用スピーカー　購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルヌーイの定理簡易実験器　外購入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 乳化・撹拌・振とう器他購入の支出について
53,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（８月分）　　　　　　　　　の支出について
363,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ窓雨漏り補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室北側倉庫硝子入替え補修工事の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 機械加工実習室流し台排水管漏水補修工事の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンプ修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定試験にかかる受験料の支出について
447,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ビジネス文書実務検定試験の受験料（１０／７）の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　損害保険料 「武道体験教室」参加者傷害保険料の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 近畿地区定時制通信制高校研究協議会参加費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　チューバスタンド　外　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 すのこ　外購入の支出について
64,260
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 元止湯沸器購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テント　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式音楽用五線白板購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式黒板　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コードレスクリーナー　他　購入の支出について
19,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 屋外用マット　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 美術室用生徒机　外　購入の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スターティングブロック　外購入の支出について
40,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 草刈機購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット各所補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス配管修繕工事の支出について
226,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
159,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室鉄骨階段構造補強工事の支出について
554,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外時計補修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水他補修工事の支出について
847,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用タラップ取付補修工事の支出について
367,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東館１階会議室蛍光灯器具取替補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替補修工事の支出について
125,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外冷蔵庫屋根補修工事の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室換気ダクト分解修理の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
20,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室室外機修理と取替補修の支出について
46,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室土間段差ハツリ撤去補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床金具補修他工事の支出について
494,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＬＬ教室モニター配線取替工事の支出について
354,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎１階便所給水管漏水補修工事の支出について
275,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関モーター錠取替他工事の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス配管取替工事の支出について
106,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関天井漏水補修工事の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外テニス支柱補修工事の支出について
191,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 樹木の上部伐採作業の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場土性改良工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室トイレ手洗器取付工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 分校給食室改修ガス設備工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 折りたたみテント　購入の支出について
180,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アンプ購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
1,209,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インパクトドライバー購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 詰替え用ハンドソープ購入の支出について
8,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 二穴パンチ外購入の支出について
14,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ゴザシート外の購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色模造紙購入の支出について
11,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 なわとびのポール外の購入の支出について
44,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋　外の購入の支出について
42,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 生きる力をはぐくむ食育紙芝居の購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
37,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＵＳＢメモリほか購入の支出について
7,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パネルシアター購入の支出について
27,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育教材用画用紙外購入の支出について
66,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園児用楽器（カスタネット等）の購入の支出について
59,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 インターフォン取替工事の支出について
238,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 移動動物園使用料の支出について
66,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 体重計の購入の支出について
56,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 集会用パイプテント購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
28,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 プリンター修理に係る経費の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超耐熱ガラス鍋他購入の支出について
79,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
673,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子　外購入の支出について
58,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　他　購入の支出について
27,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈り用チップソー　外購入の支出について
149,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホンミキサー購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布ロール　外購入の支出について
101,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外　購入の支出について
225,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育用空気入れ購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読用プリント　購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編新しい国語三上」外の購入の支出について
71,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗立台　外　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンポン他購入の支出について
30,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機補修用部品購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋他購入の支出について
54,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲーム用ゼッケン　購入の支出について
29,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白玉入れ台　外　購入の支出について
30,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 素焼専用粘土他購入の支出について
21,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト　外　購入の支出について
55,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カードリング購入の支出について
5,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キックベースボール　外購入の支出について
349,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ポール　外　購入の支出について
187,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用ボンド　外　購入の支出について
45,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗他購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール紙外購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキングヒーター他の購入の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　購入の支出について
34,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球説明教具　外の購入の支出について
253,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニルテープ　外購入の支出について
72,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯用点灯管外　の購入の支出について
68,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雲量観察器外購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外用鎮痛消炎薬外購入の支出について
15,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
83,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品購入にかかる経費の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤ　他　購入の支出について
135,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム外購入の支出について
32,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱器外購入の支出について
22,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
99,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール画用紙外購入の支出について
70,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
36,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋、他購入の支出について
95,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホッピング　外購入の支出について
130,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石あいうえお盤　外１２点購入の支出について
17,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はちまき外購入の支出について
99,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土他購入の支出について
26,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールペン　外　購入の支出について
25,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネットワークカメラ　外購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん外の購入の支出について
53,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上テープカッター台外購入の支出について
95,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙他購入の支出について
31,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター　テープカートリッジ　外購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
348,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー　購入の支出について
61,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
66,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　外　購入の支出について
17,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １階シャッター用バッテリー購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリざる購入にかかる経費の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外購入の支出について
130,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　外　購入　の支出について
20,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル秤購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひしゃく外購入の支出について
43,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　他購入の支出について
153,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用ロール原紙外購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土、外購入の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パームたわし　外　購入の支出について
38,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
78,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編新しい国語二下」外購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用ベルト　の購入の支出について
6,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
39,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮ネット　外　購入の支出について
17,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「算数１下　指導編」外　購入の支出について
8,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
58,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオマイクロホン外購入の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 感熱紙外購入の支出について
172,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ用部品ポンプの購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン用カートリッジインク外購入の支出について
21,594
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土外購入の支出について
30,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター外購入の支出について
26,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎屋外給水管漏水補修工事の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター６台壁面取付工事の支出について
609,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アルミ建具補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 第一音楽室空調機修理の支出について
75,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 グラウンドトラック打替え工事の支出について
131,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理にかかる経費の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修繕の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式シンク修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイクロホン修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー輪切盤修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室給湯器修理の支出について
118,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
7,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁掛型プログラム　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１２）の支出について
22,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の発見活動児童交通費（１０／１２）の支出について
26,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １，２年生秋の遠足にかかる児童交通費の支出について
32,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／１２の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 交流作品展用作品郵送（１０／１１）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン回収料金・リサイクル料金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習（１０／１２）の参加児童交通費・入場料の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１２）の支出について
21,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にともなう児童交通費外（１０／１２）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬代の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年科学館見学参加児童交通費等（１０／１２）の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 掛け布団外クリーニング処理手数料の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン回収料金・リサイクル料金の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業　業務委託の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕアンケート用紙診断　業務委託の支出について
148,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝・泥だめ会所清掃業務委託の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にともなう児童交通費外（１０／１２）の支出について
18,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習の参加児童入館料４８名分（１０／１２）の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費、観覧料の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年科学館見学参加児童交通費等（１０／１２）の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習（１０／１２）の参加児童交通費・入場料の支出について
25,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ネットワークカメラ　外購入の支出について
380,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス炊飯器購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンター外購入の支出について
195,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式リヤカー購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしゃべりなたまごやき」外購入の支出について
327,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「としょかんねずみ」外購入の支出について
222,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「えほん北緯３６度線」外購入の支出について
64,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あいうえおにぎり」他購入の支出について
348,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
49,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体肥料　外　購入の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒模造紙外購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化アンモニウム　ほか　購入の支出について
32,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒模造紙他購入の支出について
46,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外　購入の支出について
25,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
35,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 傷当てパッド外購入の支出について
43,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリバケツ、他購入の支出について
52,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外購入の支出について
58,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
146,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 革細工用木づち外購入の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
81,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード外購入の支出について
140,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 発光ダイオード　外　購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックスタンド　購入の支出について
30,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　購入の支出について
17,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絶縁ステップル　ほか　購入の支出について
12,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンテープ外購入の支出について
6,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレスリッパ　外購入の支出について
46,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手すき色和紙購入の支出について
8,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技２０１６」購入の支出について
113,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
21,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
36,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
412,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
38,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機、他購入の支出について
87,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レピータ用ケーブル　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水張り用テープ　外　購入の支出について
45,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル外購入の支出について
39,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
25,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木刀購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
36,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ外購入の支出について
141,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
30,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダーロープ購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１７公立・私立高校への進学　関西版、他購入の支出について
78,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外の購入の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油絵の具外購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 さび止め塗料外購入の支出について
21,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜購入の支出について
23,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通学証明書の印刷の支出について
15,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校受験案内書籍「高校入学一覧」　外　購入の支出について
18,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 セロハンほか購入の支出について
119,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
23,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー購入の支出について
63,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉　外　購入の支出について
33,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋内消火栓弁機器取替え、水張り工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット　他　修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理　の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
56,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 六尺箏の修繕の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リコー印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
25,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス　外　修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 旗ポールロープ取替修繕の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット）修理の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート外修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 楽器運搬代の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定業務委託の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「にゃんたま」外購入の支出について
139,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チャックアーバー　外購入の支出について
42,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
215,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 濃縮浮遊珪藻の購入の支出について
6,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 赤本「２０１７年版大学入試　電通大」外購入の支出について
57,898
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セル枠ルーペ　外購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 乳鉢他購入の支出について
6,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レジ袋　他購入の支出について
14,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット用ネット購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用英語指導書セット購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ５リーフ紙　他購入の支出について
12,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水ガラス外購入の支出について
45,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
206,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 組み立て式レーザー加工機外購入の支出について
76,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スピーカー　外　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶購入の支出について
20,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラーなるこ　購入の支出について
21,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
242,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テンキーボードの購入の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 組立式スチール書庫　外　購入の支出について
62,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドボール　他購入の支出について
241,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食器かご　外　購入の支出について
59,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 一輪車　の　購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 会所通管作業の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室固定釜取替工事の支出について
247,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水菅漏水補修工事の支出について
417,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修修理の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール床の補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 焼き物機入替ガス設備工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 講堂舞台照明設置工事の支出について
322,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 組み立て式レーザー加工機外購入の支出について
272,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カヤグム　購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 三つ折りスロープ購入の支出について
61,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 食器かご　外　購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 煮沸消毒器　購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スピーカー　外　購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 軽量キャビネット　購入の支出について
117,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱購入の支出について
84,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 木製積み木購入の支出について
39,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語であそぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長経営戦略予算にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 太鼓指導用講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
12,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白色パイプ購入の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラーの購入の支出について
20,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 綱引きロープ　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
726,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入園料（１０／１３）の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入についての支出について
61,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援（２４７）研修会用講師謝礼金の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員研修にかかる講師謝礼金の支出について
21,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科授業研究にかかる講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 幼稚園教育研究会保健研究部研修会用講師謝礼金の支出について
11,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 夏季講演会における講師謝礼の支出について
9,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動講師謝礼の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 着衣泳講習にかかる講師謝礼の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生ふれあい合宿にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生ふれあい合宿にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生ふれあい合宿にかかる看護師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添指導員報償費の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導（９／１６）にかかる講師謝礼の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添看護師報償費の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる指導員講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる指導員講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然教室実施にかかる看護師講師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２年生の国際理解教育講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生ふれあい合宿にかかる指導員謝礼金の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習付添指導員報償費の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業講師謝礼の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業講師謝礼金の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
25,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習用材料購入（１０／１３）の支出について
8,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムユニット購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジの購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源アダプター購入の支出について
124,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室、事務室空調機修理部品　購入の支出について
34,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
63,061
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞他購入の支出について
17,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
204,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールカッター外購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床専用ワックス　他　購入の支出について
56,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス麺ひしゃく外購入の支出について
174,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンマットレス　外購入の支出について
37,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手押し芝刈機外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
388,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
35,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験活動にかかるＥＭ活性液材料　購入の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙外購入の支出について
38,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
20,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルスケール外購入の支出について
47,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
20,045,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室屋外冷蔵庫修理の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
89,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
21,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室スピーカー修理の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
119,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室２槽水槽修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習（１０／１３）の参加児童交通費の支出について
27,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料外に係る経費の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（１０／１３）の支出について
16,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費　１０／１３の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１３）の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１３）の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
8,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１３）の支出について
13,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
14,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１３）の支出について
13,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
35,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 歴史学習にかかる参加児童交通費（１０／１３）の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習交通費・入堂料５６名分（１０／１３）の支出について
37,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習（遠足）にかかる児童交通費の支出について
7,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費・施設使用料の支出について
9,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコンリサイクル処分料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料外に係る経費の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
107,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布　業務委託の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木防虫用薬剤散布業務委託の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴うスポーツ施設入場料（１０／１３）の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習交通費・入堂料５６名分（１０／１３）の支出について
11,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３・４年社会見学参加児童入館料（１０／１３）の支出について
53,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行体験学習に伴う職員入園料（１０／１４）の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる児童交通費・施設使用料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行にかかる参加児童施設入場料の支出について
57,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 国際理解教育体験活動にかかる交通費及び観覧料の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行にかかる参加児童交通費及び拝観料の支出について
5,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 職員室用シュレッダー購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙芝居舞台購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いわしくん」外購入の支出について
287,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「風の本」外　購入の支出について
339,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくは王さまの本」外購入の支出について
360,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
289,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ３年生進路講話にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
91,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻色上質紙　外　購入の支出について
52,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤他購入の支出について
10,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊練習帳購入の支出について
9,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布テープ　外　購入の支出について
39,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石粉粘土外購入の支出について
74,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
191,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 送風機購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掛金錠の購入の支出について
15,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 柔道着　購入の支出について
88,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙　外　購入の支出について
24,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳副読本『中学生の道徳１』ほか購入の支出について
190,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外購入の支出について
41,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計他購入の支出について
41,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オカリナ　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外購入の支出について
50,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール、他購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
15,436,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 パソコン教室　照明器具補修工事の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 貯水タンク　修理の支出について
43,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 車止め修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器「クラリネット」外修理の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
70,631
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アナログミキサー　購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習　受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 環境科学系列の社会人講師謝礼の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学習授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国大学・短期大学推薦入学年鑑の購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
63,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙の購入の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 豚の腎臓購入の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 小型アンプ外購入の支出について
90,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
14,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキ　買入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 波目ヤスリ他購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カホン　外　買入の支出について
99,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルラック棚板外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 模擬実践書式の購入の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
5,126,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアーマイクロメータ　修理の支出について
32,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 数値制御工作機械修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 文化祭用物品運搬の支出について
41,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機ほか購入の支出について
22,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
39,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルミホテルパン外購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 洗い桶外購入の支出について
227,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計の購入の支出について
10,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー大玉　購入の支出について
25,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 小便器圧送用ポンプ修理外工事の支出について
130,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事外の支出について
751,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室内　蛍光灯修繕工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽給水管補修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 正門付近整備工事の支出について
490,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラーの購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード外購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 超短焦点プロジェクタ―　の購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 第５６回大都市公立中学校英語教育研究連絡協議会の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 天体望遠鏡購入の支出について
44,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習にかかる調味料外購入（１０／１３）の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土外購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室内機フィルター　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーフィルム外購入の支出について
40,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック　外　購入の支出について
297,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　ほかの購入の支出について
29,278
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
5,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語　１」外　購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品（リレー基板）購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　他購入の支出について
30,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権を尊重する教育の推進にかかる体験学習材料費の支出について
35,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ用椅子　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かいほか購入の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙外の購入の支出について
7,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスワイヤー　外購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長タスキ　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あけパンチ　外購入の支出について
92,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語１」外購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 放送用ケーブル　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
73,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管・テレビ外　購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外　購入の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽中量ラック　購入の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
25,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
367,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
144,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
16,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外　購入の支出について
181,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　購入の支出について
26,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用ワックス他購入の支出について
225,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄杭　購入の支出について
17,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活体験学習にかかる食材料購入（１０／１４）の支出について
8,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　新しい国語２下　外　購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気欠相補修工事の支出について
16,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎３階（家庭科室）ガラス補修工事の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード張替工事の支出について
173,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏水補修（和式便器・身障者用便器外）の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレリモコンスイッチ取替修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火戸用ラッチ取替補修工事の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４－１教室出入口扉補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜　修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 地上デジタル放送修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理整備の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機外修理の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器修理の支出について
14,364
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
171,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権を尊重する教育の推進にかかる参加児童交通費の支出について
15,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １～５年オリエンテーリングに係る交通費の支出について
28,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る児童交通費５１名分（１０／１４）の支出について
9,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る参加児童交通費（１０／１４）の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の体験活動参加児童交通費（１０／１４）の支出について
19,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／１４）の支出について
11,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１４）の支出について
2,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
21,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 　社会体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
28,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １・２年遠足にかかる児童交通費（１０／１４）の支出について
26,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足にかかる参加児童交通費１０／１４の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除　業務委託の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる付添職員入館料（１０／１４）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年秋の遠足付にかかる添職員入場料：１０／１４の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／１４）の支出について
12,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 遠足付添にかかる付添い教職員こども汽車乗車代の支出について
525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 点灯管・テレビ外　購入の支出について
33,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
258,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「一歩一歩」外購入の支出について
21,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ほねほねザウルス１６」外購入の支出について
12,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「二日月」外購入の支出について
149,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おおきなかぶ」他　購入の支出について
72,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「知識の絵本」外の購入の支出について
169,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲンランプ購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
81,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュペーパー外購入の支出について
84,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スパイラル糸のこセット　他　購入の支出について
27,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
176,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホコリ取り外購入の支出について
90,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外　購入の支出について
86,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
21,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
56,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形油かす外購入の支出について
14,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動コードリール　外　購入の支出について
77,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介印刷の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＯＡ室照明器具取替工事の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門電子錠補修の支出について
32,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館前排水管詰まり補修工事の支出について
86,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（トロンボーン　外）修理の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布の業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
261,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『税ってなに？」全４巻　外　購入の支出について
113,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用書籍「ツナグ」外購入の支出について
31,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　他購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他買入の支出について
16,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子工作実験キット　外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロ印画紙　購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 格技棟２階流し台漏水修理の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い水栓漏水補修の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 進路指導室入口ドアのガラス破損による補修の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブルの購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ小便器センサー修理の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高置水槽排水管漏水補修工事の支出について
184,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防犯灯取替工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室シンク排水補修工事の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
363,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード張替工事の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター配管修理の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター補修工事の支出について
519,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口漏水修理工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館立樋補修工事の支出について
169,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室内洗濯機用排水菅通管工事　外の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉順位調節機取付工事の支出について
128,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールシャワー止水栓取替工事の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設給水管漏水切替補修工事の支出について
999,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂無線放送設備改修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室内シンク外部排水管詰り補修の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 扉ガラス入替工事の支出について
49,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気科別館幹線改修工事の支出について
869,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇風機取付配線工事の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「外国の遊び」にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ロールスクリーン　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙等の購入についての支出について
49,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 室外機の修理にかかる費用の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学教授による研究授業参観・指導助言謝礼金の支出について
13,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業研究研修会に係る講師謝礼金の支出について
22,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クリアーブック　他の購入の支出について
19,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 等賞旗用ポール　他の購入　にかかる支出について
13,377
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語授業づくり講座　資料代（１０／１５）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 マット　購入の支出について
273,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　図書購入費 学級用図書「たのしい俳句の授業」の購入の支出について
32,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
85,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「韓国朝鮮の文化と生活」講演にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語　研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事に関わる看護師の謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添にかかる指導員謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講話にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
10,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 訪問授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 訪問授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行・自然体験学習付添にかかる看護師謝礼の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「韓国朝鮮の遊びと音楽」講演にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリ手袋　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室　回転釜用蓋購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大容量トナーカートリッジ他の購入にかかる経費の支出について
162,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字辞典購入の支出について
55,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット用替えゴム外購入の支出について
38,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品　購入の支出について
6,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 基礎作文習熟プリント　外購入の支出について
44,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ他購入の支出について
94,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙ねんど　外購入の支出について
97,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
82,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター他購入の支出について
59,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図工指導用紙粘土外購入の支出について
69,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテン地の購入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 がんこたわし外購入の支出について
71,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
65,027

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机購入の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書の購入にかかる経費の支出について
90,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エイサー用サージ　　購入の支出について
84,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用接着剤　外　購入の支出について
100,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ことばの泉Ｗプログラム　外購入の支出について
111,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
30,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうろ外購入の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク　他　購入の支出について
256,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 男子小便器自動洗浄器外購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン外購入の支出について
52,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮眼子　外　購入の支出について
35,640
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッカス球根　外　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かゆみ止め軟膏・冷却シート・消毒液他購入の支出について
28,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外５４点の購入の支出について
118,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「きみがいちばんひかるとき」外購入の支出について
7,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長座体前屈測定器の購入の支出について
31,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック板他購入にかかる経費の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 据え置き型外付けハードディスクほか購入の支出について
9,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サビ止め塗料　外　購入の支出について
105,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
191,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
45,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
4,156,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入にかかる経費の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大径木伐木等特別教育受講料　外の支出について
2,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
51,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 栄養区分指導白板　外　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ外の購入の支出について
10,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館２階男子トイレ小便器補修の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室照明器具取替・分電盤改修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス取替補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎１階身障者トイレの通管修繕の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラー修繕の支出について
9,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 黒板表面補修の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１７）の支出について
20,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　リサイクル料　外　の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足参加児童交通費（１０／１７）の支出について
16,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 緊急タクシー代にかかる通信運搬費の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１７の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１７）の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１７）の支出について
16,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 スライサー用輪切盤外２点の研磨の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　リサイクル料　外　の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール濾過機点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 北校舎屋上プール清掃業務委託の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除用薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布作業業務委託の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場会所及び溝清掃業務委託の支出について
323,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員拝観料（１０／１７）の支出について
420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の借入の支出について
64,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
324,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 黒板購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「見学！日本の大企業」他購入の支出について
371,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「サッカーで夢をつかめ！」外購入の支出について
395,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の祭り」外購入の支出について
204,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大径木伐木等特別教育受講料　外の支出について
12,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「朝鮮の文化」に関する講話に伴う講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｕ字溝　外　購入の支出について
114,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材ソフト　購入の支出について
27,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒用ウエットタオル購入の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
2,798,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン外購入の支出について
100,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
396,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルパステル　外　購入の支出について
17,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科指導用図書「クイズで食育！」　外　購入の支出について
159,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平面ドレッサー　外購入の支出について
39,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
55,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン外購入の支出について
17,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラバーダンベル　外　購入の支出について
43,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　外購入の支出について
19,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外の購入の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外の購入の支出について
24,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　外　購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール、他購入の支出について
83,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料用シンナー外購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外購入の支出について
77,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料他購入の支出について
35,143

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合板　外　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル塩分計外購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター外購入の支出について
77,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
112,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館３階女子トイレフラッシュバルブ修繕の支出について
49,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室窓ガラス入替補修工事の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プール　排水弁　修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車イスの運搬の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 調理室床清掃及びワックス掛け業務委託の支出について
147,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除薬剤散布業務委託の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボーダーライト（連結用）　外購入の支出について
288,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 琴（箏）購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
238,037
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「外国語でスポーツ」外購入の支出について
376,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 商業科電子商取引授業にかかる講師謝礼金９月分の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用問題集の購入の支出について
182,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 板金用電気亜鉛めっき鋼板購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
383,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－１教室照明補修工事の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋込型蛍光灯照明器具の修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校見学会案内状送付に伴う郵送料１０／１４の支出について
20,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　名札掛けの購入にかかる支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
3,840,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パソコンソフトの購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 竹刀購入の支出について
11,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤオーディオ購入の支出について
150,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル音源ピストル購入の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 英語教材ＤＶＤ購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コーンバーほか購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室出入口窓ガラス補修工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具取替補修工事の支出について
18,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場築山解体撤去工事の支出について
984,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館１階体育準備室空調設備整備工事の支出について
555,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂前　屋外灯取替補修工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替工事の支出について
13,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門溶接補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調室外機補修の支出について
166,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン配線補修工事の支出について
170,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管継手漏水補修工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外鉄骨階段補修工事の支出について
949,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 郵便受け等補修工事の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 便所内漏水補修工事の支出について
192,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャワー止水栓漏水補修工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールシャワー止水栓補修工事の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 壁掛け扇風機設置配線工事の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
399,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
94,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 琴（箏）購入の支出について
221,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 画用紙　他の購入の支出について
102,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
29,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤ購入の支出について
4,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外の購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
5,821
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液体せっけん購入の支出について
9,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本　ちくわのわーさん　外の購入の支出について
32,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
5,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ござ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙　全判　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
15,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階空調機修理補修工事の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関フロアーヒンジ取替工事の支出について
109,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 運動会テント修繕の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育引率にかかる教職員入場料（１０／１８）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
6,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙Ａ４外購入の支出について
40,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 さんすうランチ５購入の支出について
18,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
99,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
77,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 水性マーカー外　購入の支出について
44,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トレース台購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
151,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
15,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェット複合機　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 五色百人一首ほか購入の支出について
198,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　国語　２下　外　購入の支出について
30,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
14,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育かご　購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外の購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
64,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編新しい国語二下」外購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コスモス苗外の購入の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
192,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色覚検査表　外２点購入の支出について
14,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
153,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
1,141,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
1,879,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルステイン外購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
5,743,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
1,491,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用リサイクルトナー　購入の支出について
93,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
1,604,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
30,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
137,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化マグネシウム外　購入の支出について
54,540
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　購入の支出について
10,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
42,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（８切）外購入の支出について
234,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニ紙雷管外購入の支出について
21,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーしなベニヤ板　外　購入　の支出について
48,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 堆肥他購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクタンク　購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土他購入の支出について
53,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵画展示用フィルム　外購入の支出について
49,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用イレーザー　外　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
178,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
70,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大判プリンターロール紙外購入の支出について
42,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングルほか購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外　購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書購入の支出について
14,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
76,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
126,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 便座　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「例解学習国語辞典」　購入の支出について
259,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量粘土外購入の支出について
25,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の球根　外購入の支出について
5,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新編新しい国語三上」外　購入の支出について
33,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタラベル外購入の支出について
75,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 背負い式動力噴霧器　購入の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙　外　購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
255,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
84,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門鉄扉修理工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂（体育館）前渡り廊下樋補修　工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階女子トイレフラッシュバルブ修理工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東棟３階　教室取合窓ガラス入替工事の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂棟階段壁面塗装補修工事の支出について
199,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丸のこ修理の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 オルガン用ヘッドホン修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
57,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
7,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機補修の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／１８）の支出について
36,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費（１０／１８）の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（１０／１８の支出について
3,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年秋の遠足　参加児童交通費（１０／１８）の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年　ふれあい遠足にかかる児童の交通費の支出について
132,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（１０／１８）の支出について
10,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整の支出について
77,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室漏水調査の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 わくわく感動おんがく鑑賞会　公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出についての支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生野球場使用料（１０／１７）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／１８）の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
594,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外購入の支出について
268,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 医療用照明灯　外購入の支出について
134,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー購入の支出について
112,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 管理作業員室用エアコン　購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばの力」外購入の支出について
381,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書やってみよう！むかしのあそび他購入の支出について
260,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ふまんがあります」外　購入の支出について
268,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「シノダ！シリーズ」外購入の支出について
246,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「フィボナッチ」外購入の支出について
375,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「チャレンジミッケ！」外の購入の支出について
177,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
209,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
436,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
16,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
472,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラックライト購入の支出について
23,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター外の購入の支出について
36,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フィキサチーフ外購入の支出について
34,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サツキツツジ（苗木）外　購入の支出について
31,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
88,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
109,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり、他購入の支出について
92,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
51,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
166,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 篆刻彫刻刀　外の購入の支出について
95,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイシェルフ購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
302,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外の購入の支出について
139,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器ブラケット　購入の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙他購入の支出について
40,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛糸外購入の支出について
23,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
64,962
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラぽん　外の購入の支出について
15,311

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｂ４更紙　外の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やすり外購入の支出について
42,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト外購入の支出について
85,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用キャッチャーミット外３点購入の支出について
57,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松やにクリーナー　外　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット用ヘッドセットの購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　購入の支出について
36,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナー　外　購入の支出について
234,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ぞうきんほか購入にかかる支出について
156,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「最強の英語ペアワーク」　外　購入の支出について
33,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ他購入の支出について
21,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
2,371,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　外　購入の支出について
53,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　他　購入の支出について
19,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイシェルフ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドマーカー外購入の支出について
23,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
532,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
8,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二酸化マンガン　外　購入の支出について
41,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館扉　ガラス入れ替え工事の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育教官室照明器具取替補修工事の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 水道蛇口取替補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館倉庫鍵補修工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 北館３階パソコン室空調室外機　修理の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付インターホン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理請負の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 外灯ブレーカー修理の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 スポーツカウンター修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本英語検定　検定料の支出について
236,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料外の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外の購入の支出について
198,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「使えるたまごレシピ」外購入の支出について
355,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「最古の魔術書」外購入の支出について
194,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アニメでよむ戦争シリーズ」購入の支出について
379,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「陸王」ほか　購入の支出について
66,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロピペット外購入の支出について
122,148
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
54,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スポットライト用ハロゲン電球の購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 便座他購入の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ポイントマーカー他の購入の支出について
55,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ｐＨメーター　外購入の支出について
54,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミューズコットン紙他購入の支出について
76,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミシャーシ外購入の支出について
19,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ピアノ」購読（４月～９月分）の支出について
4,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニテニスラケット　他購入の支出について
62,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球他の購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
16,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯器具購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽室空調機修理用交換部品の購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
9,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 送風機外購入の支出について
46,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー購入の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防風ネット購入の支出について
338,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外　購入の支出について
73,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
921,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　外　購入の支出について
13,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実習室用カーテン　外　購入の支出について
598,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　購入の支出について
219,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 伐木等作業従事者特別教育受講テキスト代他の支出について
2,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外購入の支出について
142,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 第２ゼミ教室の空調機修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルオージオメータ　購入の支出について
190,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漱石のことば」外　購入の支出について
87,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木等作業従事者特別教育受講テキスト代他の支出について
12,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　他　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ムカデベルト　購入の支出について
26,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
7,776,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 アルミ製メッシュ式担架の購入の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外　購入の支出について
51,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ティーボール　外　購入の支出について
26,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 審判旗外購入の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料ほか購入の支出について
65,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 扇風機購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 円盤外６点購入の支出について
63,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 冬芝の種購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
23,256
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　更衣ロッカー購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 紙芝居「桂文我落語紙芝居」外購入の支出について
26,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外　購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削り器外購入の支出について
17,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マーカーコーン　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 糸のこ台外購入の支出について
76,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ収納ボックス購入の支出について
27,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ラベルライター　他　購入の支出について
25,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤコンポの購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル防水秤他購入の支出について
29,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料購入の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バトミントンラケットの購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニバット　外　購入の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
435,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室床補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階特別支援学級排水設備補修工事の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室外建具補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館普通科職員室天井漏水補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外止水栓漏水補修工事の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホールトップライト漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館自動火災報知機（感知器）補修工事の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ホワイトボード壁面取付工事の支出について
502,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アルミ製メッシュ式担架の購入の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校行事用ノートパソコン購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ガラス割替修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 廊下コンセント増設工事の支出について
97,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 運動会用園児入場門の購入　の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
24,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年生民族体験授業講師謝礼金の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
10,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業研究会にかかる講師謝礼金の支出について
69,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マーチング指導にかかる講師謝礼金の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生国際理解教育講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども文楽学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
127,078
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
884,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外購入の支出について
57,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ付オーディオ購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座位安定クッション兼防災頭巾　購入の支出について
805,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
128,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
10,459

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックトラック（スチール製）購入の支出について
807,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 タイルカーペット張替工事の支出について
749,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎２階男子身障者用トイレ出水不良補修工事の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館３階５－１教室後扉ガラス修理工事外の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場整地工事の支出について
165,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他楽器修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年体験学習参加児童交通費（１０／１９）の支出について
13,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年秋の遠足　参加児童交通費（１０／１９）の支出について
25,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年「こころの劇場」観劇にかかる参加児童交通費の支出について
4,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １０／１９　校外学習にかかる児童交通費外の支出について
10,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 書く力向上の学習における切手購入（１０／１８）の支出について
74,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に係る参加児童の交通費（１０／１９）の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 　社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
24,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１９の支出について
13,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年劇鑑賞にかかる参加児童交通費（１０／１９）の支出について
5,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 観劇（こころの劇場）にかかる児童の交通費の支出について
15,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 劇鑑賞６年生参加児童交通費（１０／１９）の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／１９）の支出について
10,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（観劇）にかかる児童交通費の支出について
5,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 こころの劇場鑑賞会にかかる参加児童交通費の支出について
26,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験的活動にかかる参加児童交通費（１０／１９）の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術体験学習にかかる参加児童交通費（１０／１９の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／１９）の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習における参加児童交通費（１０／１９）の支出について
12,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学の参加児童交通費（１０／１９）の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費１０／１９の支出について
4,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草及び薬剤散布業務委託の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １０／１９　校外学習にかかる児童交通費外の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式アルミひな段　購入の支出について
458,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
346,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「本の妖怪」外　購入の支出について
79,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード他購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
13,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭（お茶会）に係る抹茶購入（１０月１８日）の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　購入の支出について
181,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タックタイトルシール外の購入の支出について
49,962
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１７年近畿版高校入学案内　外購入の支出について
31,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダーの購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
19,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
231,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンコード外購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
91,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
73,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボ－ルの購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
76,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉鍵取替工事の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館１階女子トイレ和式便器詰り補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 バックネット補修工事の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室空調機修理の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 アップライトピアノの調律の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木の薬剤散布業務委託の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習下見に伴う職員入館料（１０／１８）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習下見に伴う職員入館料（１０／１８）の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソプラノサクソフォン　購入の支出について
257,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 床金具（体育館　バレー支柱用）購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
15,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
299,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 日商簿記検定受験に伴う受験料の支出について
18,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 床金具（体育館　バレー支柱用）購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
693,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国高校定通制教育振興会研究協議会参加費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　購入の支出について
131,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
196,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外時計補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室・校長室他電子ボタン電話装置取替工事の支出について
353,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室漏水補修工事の支出について
992,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場消火管漏水補修工事の支出について
266,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 床補修工事（校舎間コンクリート部）　外の支出について
820,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 液晶テレビハンガー取付配線補修工事の支出について
554,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防排煙制御設備補修工事の支出について
126,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 Ａ教室・Ｂ教室の空調機の整備工事の支出について
793,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本校給食室下処理室漏水補修工事の支出について
337,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー入替ガス設備工事の支出について
218,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 園庭スピーカー配線工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下壁面塗装補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館側門扉及び樋補修工事の支出について
164,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブレーカー修理工事の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン配線修理工事の支出について
39,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
11,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年体験学習（１０／２０）入館料の支出について
21,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる参加児童使用料（１０／２０）の支出について
38,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生校外活動にかかる参加児童入場料の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５・６年秋の遠足にかかる参加児童入園料の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事（本館１階和室廊下側）の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子トイレ便器フラッシュバルブ修理工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気室換気用有圧換気扇取替工事の支出について
98,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 ＳＳＨ高大接続事業研究室訪問にかかる生徒交通費の支出について
2,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 カラーコーディネータ検定試験料（１０／１９）の支出について
44,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 福祉住環境コーディネーター検定試験料の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 美術科校外活動にかかる付添教員入場料の支出について
500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 物置屋根補修工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館４階２年５組教室廊下前天井漏水補修の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第２理科室　雨漏り補修工事の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド整備工事の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 武道場屋根漏水補修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋設配管補修工事の支出について
720,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替工事の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関スロープ段差補修工事の支出について
327,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室及び音楽室ＧＨＰ補修工事の支出について
146,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 手指消毒剤　外１点の購入の支出について
27,889

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 親子栽培野菜の苗、土、肥料の購入の支出について
13,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 配送代（テント）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育下見にかかる職員入館料（１０／２１）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究教材　ひょうたん島問題外購入の支出について
27,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 片開き書庫、他購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一本下駄の購入の支出について
22,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 片開き書庫、他購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 音楽科研究会参加費の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 第３９回特別支援教育講座参加費（１０／２１）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語二下研究編」他購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム購入の支出について
51,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画インキ　外購入の支出について
51,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外購入の支出について
13,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロール　外　購入の支出について
17,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両手鍋　外　購入の支出について
31,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外購入の支出について
229,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
28,630
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布　外購入の支出について
23,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
67,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールぺーパー外購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット（磁石）外の購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
60,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 魚釣り大会にかかるえさ購入（１０／２１）の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　購入の支出について
7,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外　購入の支出について
39,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用教科書・指導書「新編　新しい国語二下」外購入の支出について
33,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他の購入の支出について
189,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電熱線の発熱実験器　外　購入の支出について
118,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外　購入の支出について
42,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
139,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
23,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外購入の支出について
44,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団シーツ他購入の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土外購入の支出について
96,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外　購入の支出について
63,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　ほかの購入の支出について
68,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス球根　外　購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー紙粘土セット　購入の支出について
13,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルプリンタ用カートリッジ　外購入の支出について
96,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗用石鹸　他購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れ用カゴ購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編新しい算数５下教師用指導書外購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
89,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし他購入の支出について
69,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクターテーブル　購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 草刈り用混合ガソリン購入（１０／２０）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 混合燃料購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組窓硝子取替の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動糸のこ　修理の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ポスタープリンター修理の支出について
129,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
109,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年遠足にかかる児童交通費外（１０／２１）の支出について
16,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 秋の遠足にかかる参加児童交通費（１０／２１）の支出について
127,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習児童交通費（５年生）　１０月２１日の支出について
20,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（１０／２１の支出について
9,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習実施にかかる参加児童交通費（１０／２１の支出について
88,704
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
56,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料金　外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
18,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ回収料金外の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 浴衣クリーニング処理手数料の支出について
6,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコン処分にかかる手数料の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料金　外の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ回収料金外の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定受検料の支出について
63,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
255,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ＧＨＰエアコン室内機内部洗浄作業業務委託の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木の殺虫・消毒作業業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グラウンドにがり散布作業業務委託の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年生校外活動にかかる参加児童入場料の支出について
12,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年生秋の遠足（１０／２１）用付添教職員入場料の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年遠足にかかる児童交通費外（１０／２１）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年秋の遠足にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
31,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 　アコーディオンの購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
324,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コードリール外　購入の支出について
55,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリ」外　購入の支出について
69,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「てんぷらぴりぴり」外購入の支出について
226,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「キラキラ読書クラブ」外購入の支出について
373,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書レインボー日本語辞典他の購入の支出について
257,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あなたへ」外　購入の支出について
369,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「エパミナンダス」外　購入の支出について
237,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きょうからアーティスト」外購入の支出について
191,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「授業で活躍する日本語」ほか　購入の支出について
346,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー安全講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンタ用インク外購入の支出について
391,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 問題集「英検２級総合対策教本改訂版」外購入の支出について
25,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフィルタ　他　購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
20,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布用スタンプパッド購入の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊　他　購入の支出について
215,503

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和紙外購入の支出について
52,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外購入の支出について
17,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用プランター購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 醗酵牛糞外購入の支出について
6,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書外購入の支出について
85,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂粘土外購入の支出について
9,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
25,434
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
23,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電話機　外　購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯外購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル外購入の支出について
44,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 管楽器スタンド　他　購入の支出について
32,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 茶巾　外　購入の支出について
22,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外の購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
52,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープの購入の支出について
12,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット外修理の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用パソコン液晶修理の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 設備時計　修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　リサイクル料他の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　リサイクル料他の支出について
2,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「火刑法廷」他購入の支出について
40,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　購入の支出について
49,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全国定通制高校長会研究協議会資料代の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールミシン購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 食器洗い用洗剤外購入の支出について
75,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 窓付封筒外購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒作品搬出にかかる運搬料（１０／２０）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国定通制高校長会研究協議会資料代の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 えんぴつけずり購入の支出について
5,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 楽譜「Ｉ　ｓｅｅｋ」外購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニホワイトボード外の購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トースター　外の購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスドラムマレット　外購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボードアンプ購入の支出について
27,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マグネットホワイトボードシート　購入の支出について
23,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーハーフパンツ　購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ取替及び揚水チャッキ弁取替工事の支出について
518,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 木製書架　２連５段　購入の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 会議机用運搬車購入の支出について
146,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 色鉛筆（単色１２本入）外４件の購入の支出について
17,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタトナー　外１件の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ購入の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外　購入の支出について
3,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
43,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
19,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業改善研修会講師料の支出について
13,340
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「現代の国語」デジタルテキスト購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 事務用封筒外購入の支出について
25,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 さんすうしんだんのまとめ印刷の支出について
138,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 図書室用　２人掛けベンチ　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育実技講師招聘についての講師謝礼の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習講師謝礼金の支出について
19,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（９月分）の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業　講師謝礼の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓指導にかかる講師謝礼金（９／２８）の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ボランティア体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育実技講師招聘についての講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
15,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（黒門市場）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 被爆体験伝承講和にかかる講師謝礼金の支出について
2,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添にかかる看護師謝礼（２名分）の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール　外　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根　購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長椅子他購入の支出について
43,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤外購入の支出について
34,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
18,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外　購入の支出について
47,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
26,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量ねんど　外　購入の支出について
21,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
165,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
68,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板　外購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外　購入の支出について
375,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版木外購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編新しい国語五」外購入の支出について
7,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
24,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム他購入の支出について
26,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 提灯セット購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防災すごろくＧＵＲＡＧＵＲＡ　ＴＯＷＮ他購入の支出について
29,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防災すごろく「ＧＵＲＡＧＵＲＡＴＯＷＮ」購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク・外　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
215,186
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インク　購入の支出について
55,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケーブル　購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液外購入の支出について
74,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール製剤外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外の購入の支出について
67,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光版　外　購入の支出について
95,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 奉書紙　外２３点購入の支出について
131,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸ほか購入の支出について
92,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冬芝種子　外購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チモシー　外　購入の支出について
54,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防音重量戸車購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
4,580,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札他購入の支出について
12,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さんすうセット　外　購入の支出について
159,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
432,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
68,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
313,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語二下」外購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ　他　購入の支出について
51,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地震分布図　外購入の支出について
92,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 じょうご　外　購入の支出について
41,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車購入の支出について
26,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
90,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　ほかの購入の支出について
72,217

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース外購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用樹脂ワックス　購入の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他の購入の支出について
178,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
51,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光器具取替工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 扉のガラス補修工事の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 なかよし学級シャワールーム床面補修工事の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎２階男子トイレ修繕工事の支出について
29,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館ガス漏れ配管補修工事の支出について
9,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　戸車取換及び網戸の張替補修の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫　修理の支出について
152,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ　補修の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 １年２組教室　蛍光灯の修理の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援用ノートパソコン液晶修理の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機収集運搬料・リサイクル料の支出について
3,240
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクルにかかる洗濯機　運搬料　外の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年体験活動にかかる参加児童交通費の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費（１０／２４）の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習（１０／２４）に伴う参加児童交通費の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機収集運搬料・リサイクル料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクルにかかる洗濯機　運搬料　外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 いかだ使用料外の支出について
14,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行の付添職員入場料（１０／２５）の支出について
3,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年修学旅行参加児童にかかる真珠取り出し体験料の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年生校外学習にかかる乗船料（１０／２４）の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子音式信号器　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機　購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視聴覚機器接続用ノートブック型パソコン　購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長椅子他購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 遮光版　外　購入の支出について
73,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 地震分布図　外購入の支出について
99,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テントの購入の支出について
156,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「狂言えほん　全５巻」外の購入の支出について
253,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「鹿の王　上」外購入の支出について
360,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔法の言葉かけ」他購入の支出について
41,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「チョコレート工場の秘密」外購入の支出について
236,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「さるのオズワルド」外購入の支出について
289,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講座」にかかる講師謝礼金の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂絵額縁外６点購入の支出について
26,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子他購入の支出について
126,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌スプレー外　購入の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン用パウダー購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外購入の支出について
63,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸はんだ　外　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙他購入の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープカートリッジ　外購入の支出について
20,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
277,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
140,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイン材購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
206,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイシング用品外購入の支出について
21,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
4,811,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　他購入の支出について
152,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 箸　他購入の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グローブ　外購入の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックスペーサー購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工具　外　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチメディアヘッドホン　外　購入の支出について
64,584
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　他購入の支出について
49,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
202,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外　購入の支出について
157,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 照明器具購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外　購入の支出について
28,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎湿布薬外購入の支出について
21,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取り換え工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ他）修理の支出について
99,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 インタフォン補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫外家電リサイクル料及び回収料の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫外家電リサイクル料及び回収料の支出について
8,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 空調機分解洗浄業務委託の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布作業業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除（薬剤散布）業務委託の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板機能内蔵プロジェクター購入の支出について
292,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まく子」外購入の支出について
321,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科９月分モデル謝礼の支出について
139,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科８月分モデル謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レスキューロボット製作部品購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４月～９月）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
70,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 筋肉痛用軟膏外の購入の支出について
33,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞購読料（４月～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス製ロート他購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
20,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
534,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外　購入の支出について
20,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品　購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 時計修理の支出について
31,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室　空調機（ダイキンスカイエア）修理の支出について
39,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪府生徒研究発表会にかかる参加生徒交通費の支出について
74,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 第２回実用英語技能検定受験に伴う検定料の支出について
32,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料１０月分（１０月２４日）の支出について
65,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「君主論」他購入の支出について
232,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
4,069,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 通貨模型　購入の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外購入の支出について
61,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 布団干しの購入の支出について
7,581
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 浴槽外の購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘッジトリマー　外　購入の支出について
55,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
136,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子鍵盤ハーモニカ　外　購入の支出について
46,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校旗購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 分子構造模型　購入の支出について
93,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール　購入の支出について
52,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＬＥＤリングライト　外購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第二体育館屋内プール換気ダクト整備工事の支出について
745,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室ＧＨＰ室内機補修の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階講堂裏　受水槽漏水補修工事の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消火管漏水補修工事の支出について
328,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関インターホン　外　補修工事の支出について
141,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
380,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消火管漏水補修工事の支出について
668,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 曲面黒板平面加工工事の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 学校敷地南東部鋼板塀新設工事の支出について
191,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科室用冷蔵庫購入の支出について
78,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクターの購入の支出について
171,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長計　購入の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 浴槽外の購入の支出について
54,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンター購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 業務用掃除機　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＬＥＤリングライト　外購入の支出について
295,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
20,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
58,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
4,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本の購入の支出について
38,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
1,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 印刷機　修繕の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 理科ドリル外の購入の支出について
11,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
5,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 飲酒状態体験メガネ購入の支出について
33,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン他購入の支出について
139,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾他購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス外購入の支出について
62,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
42,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー・インク購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ外購入の支出について
116,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩ビパイプ外購入の支出について
59,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軍手　外　購入の支出について
19,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　他購入の支出について
88,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや消し塗料　外購入の支出について
94,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
103,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「遥か」他購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト「睡眠と食事」購入の支出について
34,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
281,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他購入の支出について
59,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　他購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
393,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
38,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走高スタンド　購入の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙外購入の支出について
133,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
365,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料用シンナー外購入の支出について
114,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
442,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用教科書外購入の支出について
5,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド他購入の支出について
24,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語　１」　外　購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型水槽外購入の支出について
64,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ他２０点購入の支出について
78,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
172,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 九・九学習指導カード　外購入の支出について
82,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
29,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
340,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
341,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
657,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
1,436,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝食作り材料購入（１０／２４）の支出について
4,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
163,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウ砂　外購入の支出について
56,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
69,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
27,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
80,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンネット　外購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスヒーポン修理部品代の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
403,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
50,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
418,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータの購入の支出について
28,674



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイト瓶他購入の支出について
17,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
374,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
68,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土他１２点購入の支出について
81,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階ＰＴＡ会議室扉窓ガラス入替の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 量水器ボックスフタ取替工事の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階６年２組教室廊下側窓ガラス入替の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アコーディオン門扉補修工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室照明器具修理の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
115,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 手洗いセンサー修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パウチラミネーター修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機修繕の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 和太鼓修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修繕の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 草刈機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・衣類乾燥機回収・リサイクル料金の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
8,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／２５）の参加児童交通費の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校遠足参加児童の交通費（１０／２５）の支出について
40,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年秋の遠足　参加児童交通費（１０／２５）の支出について
13,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／２５）の支出について
4,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞会にかかる参加児童交通費（１０／２５）の支出について
33,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・衣類乾燥機回収・リサイクル料金の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校園敷地内樹木消毒薬剤散布業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除薬剤散布業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過装置保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童観覧料（１０／２５）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バドミントンネット　外購入の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイアレスアンプ購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クイックテント購入の支出について
161,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食調理員控室用エアコン　購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオカメラ外購入の支出について
224,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ピムとポム」外購入の支出について
364,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スター・ウォーズの本」外購入の支出について
123,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マーメイド・ガールズ」他購入の支出について
217,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしりたんてい」他購入の支出について
377,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじいろさかなの本」外５０点購入の支出について
248,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「こども歳時記」他購入の支出について
397,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 語りつごうヒロシマ・ナガサキ他図書室図書購入の支出について
379,380
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
489,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「コーラスオンタ」④⑨⑰　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
228,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
362,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
217,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
81,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
261,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
155,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
340,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
418,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
66,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板の購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインクカートリッジ　外購入の支出について
12,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　外　購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
256,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
27,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
272,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
232,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀ほか購入の支出について
7,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用　メタルハライドランプ　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
6,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外購入の支出について
43,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料購入の支出について
51,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハロゲン電球購入の支出について
41,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　外購入の支出について
44,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外購入の支出について
123,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
155,839

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーゼ付救急絆創膏　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵具（ニューサクラカラー）外購入の支出について
17,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　外購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「公立高等学校紹介」冊子印刷の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電動シャッター鍵の取替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替補修工事の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館分電盤　リモコンリレー取替補修の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 縦型冷蔵庫修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会用品運搬の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「少女剣士がゆく」公演業務委託の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「落語」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木消毒・薬剤散布業務委託の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　和太鼓公演（１０／１）業務委託の支出について
410,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内除草作業業務委託の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視聴覚機器接続用パソコン購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「白いイルカの浜辺」外　購入の支出について
234,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞外購読料（４～９月分）の支出について
46,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 毎日新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 透明水彩絵具他購入の支出について
135,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
133,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞外購読料（４～９月分）の支出について
63,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 産経新聞購読料（４～９月分）の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪日日新聞購読料（４～９月分）の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 年刊誌「センター試験集中スタディ」　外　買入の支出について
55,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
16,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
48,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス長丁番他購入の支出について
30,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム　外　買入の支出について
114,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 蒸気ボイラ用水処理薬品　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
67,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外　購入の支出について
47,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
25,099

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
44,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
155,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
7,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 身障者用トイレ個室建具修繕作業の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度修学旅行下見にかかる美術館等観覧料の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 土練機　購入の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 脚立　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トゥホ（投壺）　外　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三脚購入の支出について
53,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
13,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さすまた購入の支出について
52,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気衣類乾燥機購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 布団干し　外　購入の支出について
10,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火器外購入の支出について
31,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 世界地図・日本地図購入の支出について
77,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 折りたたみ式作戦盤外購入の支出について
35,748
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケット型ボールカゴ外購入の支出について
26,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 腕時計購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館避難口誘導灯取替工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中庭扉補修工事の支出について
745,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ購入の支出について
134,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 色画用紙全判他購入の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
87,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 運動会用音響設備の購入の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
27,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 電子血圧計　外１件　購入の支出について
28,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
24,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 運動会用音響設備の購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活部授業研究会の講師謝礼の支出について
13,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ながる力向上プログラム授業講演に伴う謝礼の支出について
21,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ながる力向上プログラム授業講演に伴う講師謝礼の支出について
16,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研究会用講師謝礼金の支出について
11,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学教授による授業参観にかかる講師謝礼の支出について
19,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全国連香川大会及び文学研修参加費（１０／２８）の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習「盲導犬とのふれあい」講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年盲導犬体験講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習講師謝礼金の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
82,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外８点購入の支出について
34,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＷＥＢカメラ　外　購入の支出について
366,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか購入の支出について
84,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル　外　購入の支出について
265,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示具　購入の支出について
30,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーン購入の支出について
316,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氷嚢　外購入の支出について
42,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタートナー、他購入の支出について
185,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
21,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき他清掃用具購入の支出について
20,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱スベリ止めシート　購入の支出について
24,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
53,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー不織布ロール、他購入の支出について
37,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外　購入の支出について
37,502
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　外購入の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
25,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 （児童用）腕時計　外　購入の支出について
87,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリングワックス購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙他購入の支出について
64,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　詰替　外　購入の支出について
30,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品連続掲示フイルム他購入の支出について
26,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
32,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
38,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
77,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
520,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理用部品購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料外購入の支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験授業に伴う鉢花購入（Ｈ２８年１０月２５日）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用ホテルパンの購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
26,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
59,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンセット　外　購入の支出について
108,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根　外購入の支出について
8,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
73,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数単元別テスト外購入の支出について
213,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
519,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大旗　外　購入の支出について
187,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
4,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
38,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど外購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
278,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
54,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　外の購入の支出について
148,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電球購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鹿沼土ほか購入の支出について
12,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　他　購入の支出について
37,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域学習　講師贈呈用花束　購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　外　購入の支出について
86,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールブックトラック外購入の支出について
156,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール用フラッグ他購入の支出について
39,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,201,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動火災報知設備受信機用バッテリー購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金属片アルミニウム外　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
380,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
14,277
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ルームキーホルダー　購入の支出について
33,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自然体験学習に使用する物品購入（１０／２６）の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土の購入にかかる経費の支出について
38,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
32,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外購入の支出について
97,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「歌はともだち」購入の支出について
24,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジーの苗外購入の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん外の購入の支出について
42,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる材料（１０／２６実施）購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　外　購入の支出について
40,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 よし学級用図書『はいチーズ』外の購入の支出について
28,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外　購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土ほか購入の支出について
42,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
320,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピートモス他購入の支出について
20,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
34,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿外購入の支出について
42,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　の購入の支出について
17,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
385,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書の購入の支出について
4,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉のエサ　外購入の支出について
61,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図パズル外　購入の支出について
36,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレクリーナー外購入の支出について
47,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
263,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
8,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外購入の支出について
93,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
33,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　購入の支出について
45,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗　外購入の支出について
86,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理パウダー　外購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
100,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
111,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
1,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土　外購入の支出について
90,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂　電気時計取付工事の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６－２教室窓ガラス取替修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門出入口給水バルブＢＯＸ内漏水補修工事の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食調理室壁面塗装工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂用　電気時計補修工事の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事　外の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱上部張替の支出について
74,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事務室　空調機修理の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室固定釜修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機不具合修繕の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 地上デジタル放送修理　外の支出について
113,184
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫　修理の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫の修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動断裁機の修理の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 内線電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 潅水器修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全校オリエンテーリングにかかる参加児童交通費の支出について
19,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／２６）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞会にかかる児童交通費（１０／２６）の支出について
32,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
14,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 グランド整地・にがり撒き　業務委託の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭樹木害虫駆除　業務委託の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 除草作業の業務委託の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除・除草　業務委託の支出について
137,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 便所清掃・尿石除去業務委託の支出について
85,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「雨ふり小僧」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭内スズメバチの駆除　業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 演劇鑑賞河童の笛公演業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定　外業務委託の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫駆除業務委託の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校庭除草業務委託の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童の観覧料（１０／２６）の支出について
29,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習付添に伴う付添職員入館料の支出について
480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マルチスクリーン液晶ディスプレイ、外購入の支出について
330,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
192,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 優勝旗一式購入の支出について
279,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ（実物投影機）の購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕うん機購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボール投的板購入の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「国語辞典」購入の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いぬのロケットシリーズ」他購入の支出について
325,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書　逆転！痛快！日本の合戦外購入の支出について
295,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おばけのバケロン」外購入の支出について
282,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「マシューのゆめ」外購入の支出について
223,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしりたんてい」外購入の支出について
368,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「時計がわかる本」外購入の支出について
286,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「わかってほしい」外購入の支出について
153,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　おじいさんとヤマガラ外購入の支出について
139,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ふとん用吸口　外　購入の支出について
20,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀ほか購入の支出について
74,465
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 かゆみ止め薬外購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　ほか　購入の支出について
26,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 圧着工具外購入の支出について
174,511

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
13,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角架　外　購入の支出について
99,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ外の購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外購入の支出について
12,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
141,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石けん　外　購入の支出について
19,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
702,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術資料集「ウォッチ」　外購入の支出について
14,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水ペーパー外購入の支出について
28,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トーナルカラー　他　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄粉外購入の支出について
15,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具購入の支出について
16,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液状のり外　購入の支出について
68,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公立高校入試問題データベース　国語　他　購入の支出について
25,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器用ＤＰＤ錠剤　他　購入の支出について
19,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
133,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片手鍋外　購入の支出について
44,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気はんだごて　外　購入の支出について
86,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
26,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「全国高校入試問題正解」外購入の支出について
25,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
28,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
133,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化粧仕上げ用塗料、他購入の支出について
99,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外購入の支出について
27,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（全判）外　購入の支出について
54,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン　購入の支出について
114,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パジャマ・パンツ用ゴム他購入の支出について
76,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
209,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
110,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープのりカートリッジ外購入の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパンほか購入の支出について
35,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コルクボーラ外　購入の支出について
34,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用掛け時計及び電池購入の支出について
88,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
155,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角筆洗外購入の支出について
16,865
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布　外の購入の支出について
66,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介の印刷の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター取付配線工事の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館鉄扉建付補修工事の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁掛型アンプ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラジカセ　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット他修理の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 リモコンリレー修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料・リサイクル料の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ移動の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 アップライトピアノの運搬の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会物品運搬料の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料・リサイクル料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「中国民族劇」公演業務委託の支出について
420,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校庭除草及び剪定作業業務委託の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会実施にかかる会場等使用料の支出について
47,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
394,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
136,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
146,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「花舞う里」　他購入の支出について
199,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「脳には妙なクセがある」外購入の支出について
185,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「こぶたのものがたり」外購入の支出について
339,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列　講師謝礼金（９月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科「産業社会と人間」講演会講師謝礼金の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列　講師謝礼金（９月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科　講師謝礼金（９月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科　講師謝礼金（９月分）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　Ｂ４　外　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
87,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用雑誌「朝日キーワード２０１７」外の支出について
5,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クロス表紙　外　購入の支出について
62,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 年鑑誌「世界国勢図会２０１６／１７」外購入の支出について
22,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
119,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞　朝・夕刊（４月～９月）購読料の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
45,219
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃　外購入の支出について
87,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 日本国勢図会２０１６／１７他の購入経費の支出について
2,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印画紙乾燥機修理の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律作業請負経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ外購入の支出について
246,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 日本国勢図会２０１６／１７他の購入経費の支出について
36,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用雑誌「朝日キーワード２０１７」外の支出について
213,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ステープラー　購入の支出について
1,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
591,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスボール　他　購入の支出について
48,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子レンジ　他　購入の支出について
25,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー購入の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ペール　購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コンサートバスドラムスタンド外３点購入の支出について
67,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ教材購入の支出について
65,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機　外　購入の支出について
731,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タブレットＰＣキャリー　購入の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタル秤　他購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 木の実穴あけ機外購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロータリーカッター購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝シートの購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
64,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ扉　補修工事の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 武道場バルコニー漏水補修の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂棟外部排水管詰り修理の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館１階男子便所建具外補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
634,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンサートバスドラムスタンド外３点購入の支出について
182,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ファックス送受信機　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 差込棚付書架　購入の支出について
252,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子レンジ　他　購入の支出について
129,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掃除機　外　購入の支出について
68,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラの購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン（ソプラノ）購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機インク外の購入の支出について
31,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 培養土　外１件　購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 刈込鋏外の購入の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外　購入の支出について
39,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全日本中学校道徳教育研究大会にかかる集録代外の支出について
4,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国小学校国語教育研究大会資料代（１０／２７）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
162,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全国高校総合学科教育研究大会大会資料代の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 全特連青森大会の参加費及び資料代（１０／２７）の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度全国学校保健・安全研究大会参加費の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度全国学校・安全研究大会参加費の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 Ｈ２８年度全国学校保健・安全研究大会参加費の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本中学校道徳教育研究大会にかかる集録代外の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全特連青森大会の参加費及び資料代（１０／２７）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外購入の支出について
37,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書購入の支出について
2,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
396,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙他購入の支出について
85,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンペーパー　外購入の支出について
20,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど　外購入の支出について
80,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランクー　購入の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙皿外購入の支出について
78,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
61,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平和学習「沖縄の料理作り」材料費（１０／２６）の支出について
8,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外　購入の支出について
1,062,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カード式視力表　他購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
1,523,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 　　　学級用図書購入の支出について
51,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外２点購入の支出について
54,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど購入の支出について
14,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
83,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸引器用充電池　外購入の支出について
14,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
4,751,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨パッド　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
7,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画連続展示フィルム　外　購入の支出について
51,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白大玉　購入の支出について
41,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 強力パンチ　外　購入の支出について
113,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キクロンタワシほか購入の支出について
77,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント（ワンタッチ）外　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編　新しい算数２下教師用指導書指導編外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
17,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　外７点購入の支出について
42,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化学床用樹脂ワックス外購入の支出について
59,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙ほか　購入の支出について
47,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
89,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外　購入の支出について
579,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 散水栓修理工事の支出について
93,528
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門玄関扉オートロック修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室三槽シンク水漏れ補修工事の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シンク配管修理の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂前　外灯補修の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン教室換気扇修繕の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場スピーカー修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 木琴外楽器　修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理員休養室エアコン修理の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサーの修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年　社会見学参加児童交通費（１０／２７）の支出について
11,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
16,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費（１０／２７）の支出について
13,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／２７実施）の参加児童交通費の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童の交通費（１０／２７）の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／２７）の支出について
29,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童の交通費（１０／２７）の支出について
4,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童の交通費（１０／２７）の支出について
3,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費１０／２７の支出について
1,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木防虫作業業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木剪定業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木防虫業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 消火系統漏水調査業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年分円明水利組合水路使用料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 幼少連携交流に伴う材料借上げ使用料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 パワーパイプテント借入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 閲覧テーブル　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（ワンタッチ）外　購入の支出について
305,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＤｒａｗＭｅａＳｔａｒ」他購入の支出について
49,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動物のちえ」外購入の支出について
331,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
23,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おかあさんの目」外購入の支出について
355,957

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「漫画家たちの戦争」外　購入の支出について
265,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 全国連合小学校長会研究協議会高知大会参加費の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業従事者教育受講料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 希釈塩酸ほか購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外　購入の支出について
436,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ　ほか　購入の支出について
43,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 華道体験にかかる生け花セット購入（１０／２７）の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
3,771,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外の購入の支出について
69,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集気びん　他　購入の支出について
18,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
816,912
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示用ホルダー　外　の購入の支出について
27,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
5,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 万能やすり外購入の支出について
117,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パン箱　外　購入の支出について
6,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉外購入の支出について
79,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気半田ごて外購入の支出について
25,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「養護教諭ー毎日の執務とその工夫ー」の支出について
1,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外８点購入の支出について
66,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き用粉の購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材外の購入の支出について
28,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ他購入の支出について
54,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外購入の支出について
117,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙　外　購入の支出について
42,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館　舞台コンセント取替工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン　外　修理の支出について
16,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バレーボールネット　修理の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
33,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 合唱コンクールにかかる会場使用料（１０／２７）の支出について
135,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウレタンマット購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動体外式除細動器購入の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ワンダー」ほか購入の支出について
283,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイ分配器　購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けポータブルハードディスク　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（炭酸カルシウム）購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサルボール外購入の支出について
60,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校章・校名印刷入りシャープペンシルの購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙　購入の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテンの購入経費の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外　購入の支出について
8,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
879,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 蒸気ボイラの修理の支出について
60,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 全商英語検定試験受験に伴う受験料（１０／２６）の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＰＲＩＤＥ」外の購入の支出について
84,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タブレット用ヘッドセット　の購入の支出について
79,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 医療用照明灯購入の支出について
25,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ　外　購入の支出について
2,149

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パン箱　外　購入の支出について
422,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机　外　購入の支出について
3,386,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カッティングマシン　外の購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 家庭用ガス瞬間小型湯沸器の購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 温湿度計購入の支出について
11,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計　購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂兼体育館前排水管詰り補修工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ワイヤレスアンテナ取替工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 各所雨漏り補修工事の支出について
561,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 美術室及び音楽室の壁掛け扇風機取付工事の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
64,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　外　購入の支出について
201,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 行事用立て看板　購入の支出について
191,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブラックライト外購入の支出について
43,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
23,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー布テープ外購入の支出について
51,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 複合遊具他の点検及び修理にかかる経費の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園内樹木の薬剤散布業務委託の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 集会用パイプテント購入の支出について
86,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マイクロＳＤＨＣカード外購入の支出について
22,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 地震発生説明器　外購入の支出について
90,645

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
94,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用図書『ドラえもん学習シリーズ』購入の支出について
26,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
136,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品代の支出について
3,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオエクステンダー購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　他　購入の支出について
89,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用粘土　外　購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汎用水性ワックス　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品代の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外購入の支出について
61,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語二下」・指導書外購入の支出について
43,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室職員室ＧＨＰ部品購入の支出について
50,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋　外　購入の支出について
39,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ他購入の支出について
70,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語一年下」外購入の支出について
65,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シャワーカーテン　外　購入の支出について
21,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
95,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修繕の支出について
179,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　回収料　外の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 全学年交流会にかかる参加児童交通費１０／２８の支出について
98,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 施設見学会にかかる児童用交通費（１０／２７）の支出について
7,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
21,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／２８）の支出について
53,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
26,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費全学年　１０月２８日の支出について
128,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 人権を尊重する教育の推進にかかる参加児童交通費の支出について
40,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童の交通費（１０／２８）の支出について
7,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年校外活動にかかる参加児童交通費の支出について
16,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
17,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
2,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（１０／２８）の支出について
119,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　回収料　外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
15,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
54,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 人権を尊重する教育にかかる参加児童入館料の支出について
20,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（１０／２８）の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる児童交通費　外（１０／２８）の支出について
4,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
114,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
280,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はじめてのえいごえほん」外購入の支出について
387,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「みんなが主役！」外購入の支出について
317,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『行事のえほん』ほかの購入の支出について
231,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かこさとしの絵本」外購入の支出について
191,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計　外　購入の支出について
89,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムへッド他　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文化祭に係るお茶菓子他購入（１０月２８日）の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜　外　購入の支出について
19,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路関係冊子「公立高等学校紹介」製造請負の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 竹バー　他購入の支出について
45,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ　購入の支出について
56,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーボエ　外　修理の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場マイクコンセント修理の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機のリサイクル料　外の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒交通費（１０／２８）の支出について
100,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機のリサイクル料　外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「中国雑技」公演業務委託の支出について
390,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 福島区民ホール使用料（１０／２８）の支出について
85,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パワーアンプ　購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「海辺の王国」外の購入の支出について
349,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸドラムユニット　他購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス球　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 演劇科１年生観劇実習付添教員観劇料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶モニター　購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 リレー用リングバトン購入の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
14,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
7,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パネルシアター用ペーパー購入の支出について
2,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,874,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 オーニングテントの補修工事の支出について
180,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 食育教材「野菜パーツＢ」外購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教材作成支援システム「ＬＥＡＤ」購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
102,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミニパラバルーンの購入の支出について
228,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 研究のための会場使用料（１０／３０）の支出について
14,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
252,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 グロッケン　購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本音楽教育研究会全国大会函館道南大会参加費の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 日本生徒指導学会　参加費（１０／２９）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 全日本音楽教育研究会全国大会参加費（１１／１）の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
8,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土外購入の支出について
51,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根外購入の支出について
15,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
1,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用ベルト　購入の支出について
6,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニヤ　外　購入の支出について
221,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツリバーシ外購入の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外購入の支出について
56,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップの球根外購入の支出について
24,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋挟　外購入の支出について
62,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒヤシンス　外　購入の支出について
12,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀外購入の支出について
83,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書『国語四下』　購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
95,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用カラー版木外購入の支出について
91,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸イス　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れ球購入の支出について
31,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
34,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋購入の支出について
14,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外の購入の支出について
26,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス　外　購入の支出について
39,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク外購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
114,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクトレー外購入の支出について
35,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン外購入の支出について
145,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 再生色画用紙外購入の支出について
160,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙外購入の支出について
78,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
387,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
70,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
106,768
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー外購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器購入の支出について
36,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットクリップ他　購入の支出について
68,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス外購入の支出について
158,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リコーダー指使い指導マグネット外購入の支出について
72,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボールセット　外購入の支出について
44,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平板外購入の支出について
158,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
49,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用シール外購入の支出について
72,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー　外　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみほか　購入の支出について
45,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ベンザルコニウム液　外　購入の支出について
9,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用ベニヤ外購入の支出について
70,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外　購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー　購入の支出について
37,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
58,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校区内巡回用自転車　購入の支出について
73,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
74,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木の実穴あけドリル外購入の支出について
21,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習カードひらがなことばカード１集外購入の支出について
14,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「宇宙戦艦ヤマト」外　購入の支出について
8,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
36,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
320,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
57,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外購入の支出について
41,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　他　購入の支出について
21,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ外購入の支出について
81,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
76,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黄ボール紙他購入の支出について
11,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵筆　外１１点購入の支出について
85,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
203,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
137,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落とし用マット購入の支出について
26,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダンボールはさみ他購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性版画インキ外購入の支出について
71,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 非常用持出袋セット　他　購入の支出について
179,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤　外　購入の支出について
18,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがなカード他　購入の支出について
36,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス瞬間湯沸かし器購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
30,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサ用ベルト購入の支出について
6,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド　外購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞・学校要覧印刷の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
55,997,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
4,860
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水修理の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール足洗い場止水栓他取替補修工事の支出について
138,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４年教室窓ガラス入れ替え補修の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池防水補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場ワイヤレス放送設備補修工事の支出について
153,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修　工事の支出について
54,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階廊下　ソフト巾木補修工事の支出について
112,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 雨水管補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 マイクコンセント補修工事の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークリーナー修理の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンビオーブン修理の支出について
17,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブロアの修理の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス温水浴室暖房乾燥機修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プレハブ冷蔵庫修理の支出について
81,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機の修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修繕の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
45,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク及びタンク修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（１０／３１）にかかる児童の交通費の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料・収集運搬料の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 修学旅行に伴う緊急タクシー代の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習の児童交通費（１０／３１）の支出について
11,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／３１）の支出について
16,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（１０／３１）の支出について
14,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
12,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料・収集運搬料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教室床洗浄・ワックス掛け業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除作業業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演業務委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内樹木薬剤散布　業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業にかかる業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会の業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員拝観料（１１／１）の支出について
630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １１月分左専道運動場使用料（１０／２８）の支出について
204,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン外購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リコーダー指使い指導マグネット外購入の支出について
199,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポーツリバーシ外購入の支出について
216,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 天井設置型カワックの購入の支出について
59,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ふしぎコレクション外の購入の支出について
108,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　幽霊魚　外の購入の支出について
52,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「しずくちゃん」他購入の支出について
356,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「オバケちゃんの本」外　購入の支出について
294,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「國民學校一年生の記憶」購入の支出について
34,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おだんごぱん」外　購入の支出について
354,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「えんぴつびな」外　購入の支出について
181,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学習漫画世界の伝記」外購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「科学のアルバム」外購入の支出について
215,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「タンポポのずかん」外　購入の支出について
329,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー講習費の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急パッド　ほか　購入の支出について
15,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル購入の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
54,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
13,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はしご兼用脚立他購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙外購入の支出について
29,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外の購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クッキー型　他　購入の支出について
41,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 公立高等学校紹介冊子製造の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチカード　外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保健指導用図書外購入の支出について
26,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメータ―　購入の支出について
9,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
66,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットフック　外　購入の支出について
35,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食品添加物アルコール製剤の購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「２０１７公立・私立高校への進学関西版」外購入の支出について
14,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランペット用ミュート　外　購入　の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 くもんの小学ドリル外購入の支出について
27,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液外６点購入の支出について
12,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュバルブ購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェンス外購入の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用「王への手紙（上）」　外購入の支出について
241,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯（１箱）購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工具外購入の支出について
88,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「ムービー中学の歴史」　外購入の支出について
58,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白模造紙ほか購入の支出について
46,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外　購入の支出について
29,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
254,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプの購入の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養生テープ　外　購入の支出について
110,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアケース外購入の支出について
159,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョーク外購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
22,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬外購入の支出について
29,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
22,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球スタンド外購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽外購入の支出について
43,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入試問題集外購入の支出について
24,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸　外　購入の支出について
28,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 読売新聞購読料（４月～９月）の支出について
23,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固定粘着シート他購入の支出について
15,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスプレイスタンド　外　の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　外　購入の支出について
21,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雲花紙　外　購入の支出について
32,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙外　購入の支出について
33,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ性洗剤購入の支出について
6,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃外購入の支出について
46,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 ６０周年記念リーフレット印刷の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子印刷の支出について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介　印刷の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 公立高等学校紹介冊子　印刷の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
473,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール用珪藻土ろ過装置の補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室照明器具補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２グランド体育倉庫停電改修の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館玄関入口上ガラス入替の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室ＧＨＰ修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ドア用ドアクローザ取替え補修工事の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館足元窓ガラス入替の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクター壁面取付工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校務支援パソコン液晶画面修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ盤修理の支出について
30,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート他　修理の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 木管楽器「ピッコロ」外の修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
104,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年校外活動生徒交通費（１０／２８・１１／１）の支出について
128,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 実用英語技能検定２０１６年度第２回検定料の支出について
268,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会業務委託の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会　公演業務委託の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生公園（野球場）使用料１１月分（１０／２８）の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ディスプレイスタンド　外　の購入の支出について
101,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
293,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夜のピクニック」外　購入の支出について
262,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「写真で読み解く」外　購入の支出について
287,638
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ゼツメツ少年」外　購入の支出について
268,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業受講料（テキスト代含）の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 作業用手袋外購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き（野球用）外購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管外購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀購入の支出について
31,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 酢酸ブチル外購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
32,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤購入の支出について
32,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割作成版用コマ購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 定性　ろ紙外購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用ランプ　購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 窓清掃機　外　買入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 灯油　外購入の支出について
21,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
430,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂出入口ガラス入替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室（３年６組）のガラス交換の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「さかなのなみだ」ほか購入の支出について
211,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スタッキングテーブル　購入の支出について
314,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
30,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用ロッカー　外　購入の支出について
269,827

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サンダル外購入の支出について
48,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 汎用歯科用照明器　購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトサッカーボール外購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ヘルメット購入の支出について
21,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生肥料購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 コードレスミニソー　外の購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 エンジンチェンソ―２台購入の支出について
61,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 さんすう用とけい　購入の支出について
10,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電波掛時計購入の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 照度計外購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卓球ラケット他購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎壁面設置スピーカー補修の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎北門（給食搬入門）門扉補修工事の支出について
339,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 更衣室・トイレ鉄扉錠前取替補修工事の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 地下貴重書庫空調制御機器修繕工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
53,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室扉入替工事の支出について
440,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具　撤去工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎３階廊下サッシ廻り雨漏り修繕工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 廊下壁面漏水外補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 排水管詰り　修繕工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場レピータ盤配線補修工事の支出について
205,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室グリストラップ清掃補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２年１組　外１ヶ所黒板張替工事の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎階段踊り場及び男子更衣室漏水補修の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰエアコン配管補修工事の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂正面出入口前　給水管漏水補修工事の支出について
723,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂緞帳昇降機巻き込み取外し工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階校舎出入口扉（多目的室前）取替　工事の支出について
401,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏水補修工事の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 感知器取替工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室ボイラー入替ガス設備工事の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 スピーカー・レピーター盤配線工事の支出について
524,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校舎トイレ等照明用人感センサ増設工事の支出について
562,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子キーボードの購入の支出について
121,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットライト　購入の支出について
196,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 テーブル購入の支出について
45,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼児用絵本購入の支出について
24,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 観賞魚用照明器具　外　購入の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 組立式リヤカー購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールシート外購入の支出について
7,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
178,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 水洗トイレ水漏れ修繕の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
8,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（８月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育にかかる付添職員入場料（１１／１）の支出について
2,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 沖縄文化研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 和太鼓合奏ゲストティーチャーにかかる講師謝礼金の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＵＤ研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 和太鼓合奏ゲストティーチャーにかかる講師謝礼金の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
57,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
28

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼（７／５分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 近くの国の文化とふれあう活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「しょうがい児教育」講師謝礼１０／６の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（盲導犬）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼（１０／６分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り活動講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権を尊重する教育にかかる講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 米作り体験活動（稲刈り）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 稲刈り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育科（保健領域）授業にかかる講師謝礼金の支出について
13,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 食育学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
243,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い切りゴム手袋外購入の支出について
34,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　外　購入の支出について
38,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つやだしニス外購入の支出について
70,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,181,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドウッドブロック外購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　外　購入の支出について
20,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
1,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「朝５分ドリル　漢字小一」外教材　購入の支出について
67,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛布団外購入の支出について
57,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水彩絵の具外２１点の購入の支出について
242,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
73,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科指導用デジタル教科書（全学年分）の購入の支出について
326,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チューリップ球根ほか購入の支出について
4,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性版画インク外購入の支出について
27,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他購入の支出について
27,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
255,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ外　購入の支出について
29,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回収トナーボックス外購入の支出について
21,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 網おたま外購入の支出について
14,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テント（校名入り）、固定用ウエイトパック購入の支出について
65,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテン布外購入の支出について
39,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
233,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日小学生新聞購読料（４月～９月）の支出について
10,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート外購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書「くじゃくのジャックのだいだっそう」他購入の支出について
65,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板購入の支出について
38,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体粘土外購入の支出について
24,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石鹸外１３点の購入の支出について
145,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布電着帽外購入の支出について
161,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ８切白画用紙外購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
75,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧機外購入の支出について
22,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文原稿用紙ほか　購入の支出について
188,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
73,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外　購入の支出について
276,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌剤他購入の支出について
42,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
67,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電波掛時計　購入の支出について
3,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外５点購入の支出について
39,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 球根ヒヤシンス外購入の支出について
32,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット　外　購入の支出について
183,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調設備部品購入の支出について
55,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外　購入の支出について
41,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　外　購入の支出について
572,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックスポイト外購入の支出について
73,131

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットホワイトボードマット　購入の支出について
37,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外購入の支出について
80,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター他購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ボード　外購入の支出について
72,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パステル　外　購入の支出について
52,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
47,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　２０ｋｇ入り　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館扉補修の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 管理作業員室・水道漏水補修工事の支出について
40,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１階男子便所パーティション補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 手洗い場水漏れ補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ補修工事の支出について
16,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子破損補修工事の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 映像配線設備修繕工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネットキャスター取替補修の支出について
102,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室用電話機修理の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー刃物取替修理の支出について
33,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備の修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場体育倉庫シャッター修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
95,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラーレーザープリンター修理の支出について
58,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（１１／１）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１１／１の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年スポーツ交歓会参加児童交通費の支出について
4,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 自然体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
51,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習児童交通費（２年生）　１１月１日の支出について
21,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる児童交通費　外（１１／１）の支出について
18,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年スポーツ交歓会（１１／１）交通費の支出について
5,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 総合スポーツ交歓会の参加児童交通費（１１／１）の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 スポーツ交歓会に係る参加児童交通費（１１／１）の支出について
8,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
9,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,129,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 水際植生他改良業務委託の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
280,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プールろ過機保守点検業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年社会見学参加児童調理実習費用１１／１の支出について
17,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる児童交通費　外（１１／１）の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う付添職員入館料（１１／１）の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年体験学習（１１／１）見学料の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年体験活動にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外１１／１の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器購入の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント（校名入り）、固定用ウエイトパック購入の支出について
153,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット　外　購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア情報館Ｅ」外購入の支出について
349,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「たのしいあやとり大図鑑」外購入の支出について
338,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「幽霊魚」外購入の支出について
29,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はたらく犬たち１」外　購入の支出について
66,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノートパソコン　他　購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オムニホイール外購入の支出について
29,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ外購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
191,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き外購入の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジワイパー外購入の支出について
139,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
8,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性スプレー外　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布マスク他購入の支出について
198,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術授業用　水性極細ペン　外　購入の支出について
28,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　外　購入の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洋紙やすり　外の購入の支出について
64,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー＆レーザーペーパーの購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石けん液外購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
65,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
833,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダーの購入の支出について
12,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三つ手ちり取り他購入の支出について
160,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高校入学案内一覧　外　購入の支出について
25,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外購入の支出について
78,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 家庭科用マジックテープ外の購入の支出について
8,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外　購入の支出について
46,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外　購入の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー購入の支出について
11,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン８色セット外購入の支出について
30,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙他購入の支出について
46,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　購入の支出について
2,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール　購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
53,097

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上プール便所　漏水補修工事の支出について
24,948
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット張り替えの支出について
89,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エアコン修理の支出について
213,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス瞬間湯沸かし器修理の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,348,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 実用英語検定　検定料の支出について
135,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定にかかる受験料の支出について
885,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の薬剤散布業務委託の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「アクロバットバレエ」外公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 運動場南側側溝清掃業務委託の支出について
491,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる生徒入場料（１１／１１）の支出について
145,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習付添職員入場料（１１／１１）の支出について
3,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
139,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン　他　購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はなとゆめ」外購入の支出について
325,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「民王」外　購入の支出について
252,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 英検対策講座講師謝礼の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（９月分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１０月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 剣道部外部指導者講師料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高齢者健康体操指導料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 英検対策講座講師謝礼の支出について
44,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「観光概論講座」実施に伴う講師報償金の支出について
102,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞　朝・夕刊（４月～９月）外購読料の支出について
55,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用原稿用紙　外　購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤外購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
29,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー　購入の支出について
16,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 吊下げ名札他の購入経費の支出について
101,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バイトホルダ（外径）外購入の支出について
273,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル　外　買入の支出について
252,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　買入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事務室の空調機修理用交換部品購入の支出について
89,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 データベースの購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科年表外の購入の支出について
28,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 白色ＬＥＤ投光キット　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀ランプ購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪酸ソーダ　他購入の支出について
43,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆　外　購入の支出について
80,303

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理請負経費の支出について
19,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 小型湯沸し器修理の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン修理の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（９月分）　　　　　　　　　　の支出について
183,513

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 一般廃棄物収集運搬業務委託（７月～９月）の支出について
105,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
293,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホワイトボードシート外　購入の支出について
80,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三角定規他購入の支出について
77,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
14,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「豊かな心を育てる性教育シリーズ」購入の支出について
16,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 竹刀　購入の支出について
46,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 直線定規　購入の支出について
29,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水温計　外購入の支出について
13,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校内用インターホン購入の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 衝立　購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸椅子　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修工事の支出について
122,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門開錠ボタン補修工事の支出について
29,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シロアリ駆除（木部取り換え工事を含む）の支出について
135,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 緞帳パイプ袋及びワイヤー取替工事の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁補修工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 空調機新設工事の支出について
734,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁まな板殺菌灯付保管庫　購入の支出について
201,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 運動場スピーカー　購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 音響機器購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プログラムタイマー購入の支出について
338,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 加湿器　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マット　外　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,899

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
25,424

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
5,490

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
631,672

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
324

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,390

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
3,186

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
32,502

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,510

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,442

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
724

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,660

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
6,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
44,336

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
2,458

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
53,768

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
324

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　８月分）の支出について
13,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
600
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
514,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
34,630

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
1,028,950

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
14,010

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
7,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　９月分）の支出について
10,140

教育委員会事務局
給与・システム担当（校園
ネット）

平成28年10月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
108,880

消防局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（特別研修員の帰阪）
29,240

消防局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（８月分）
272,372

消防局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（８月分）
164,366

消防局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（８月分）
185,850

消防局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（消防局）の支出について（９月分）
8,109

消防局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局８月分）
2,678

消防局 総務課 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課　管外出張旅費の支出について（民泊新法に係る動向調査のための総務省消防庁への派遣）
29,240

消防局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（８月分）
29,108

消防局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（８月分）
3,207

消防局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局８月分）
5,000

消防局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ３０３号室・４０４号室）の支出について（消防局９月分）
5,406

消防局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局８月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（アコーツ千代崎７０２号室）の支出について（消防局９月分）
2,703

消防局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（８月分）
121,790

消防局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊継続案内用　はがきの購入及び関係書類の送付に係る経費の支出について
112,660

消防局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（平成28年度消防防災科学技術賞選考委員会）
29,780

消防局 総務課 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２８年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託の経費の支出について（９月分）
445,500

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（Ｈ２８．９．２５職員採用試験）
11,880

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
16,200

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（９月分）
16,163

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（９月分）
240,217

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
3,000

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
3,423

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　管理費
17,160

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
5,839

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）　運営費
5,460

消防局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（第２井筒マンション４０５号室・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局９月分）
5,406

消防局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
604,260

消防局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（９月分）
327,332

消防局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手２８０円ほか８点の購入経費の支出について
415,880

消防局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２８年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
354,024

消防局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（９月分）の支出について（単価契約）
257,554

消防局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見２０１号室）の支出について（消防局９月分）
2,703

消防局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
2,707

消防局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
2,708

消防局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２８年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
2,625,777

消防局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２８年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（９月分）
34,041
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消防局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（９月分）
5,414

消防局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（警察庁科学警察研究所におけるＮＢＣ災害担当消防職員等の教養研修受講）
38,760

消防局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用　管外出張旅費の支出について（阿倍野防災センターリニューアルに伴う他施設の視察）
40,280

消防局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　消しゴムほか１６点の購入経費の支出について
83,160

消防局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課ほか５台）の経費の支出について（９月分）
145,979

消防局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（９月分）
98,362

消防局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（９月分）
82,397

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の再支出について（８月分）
220

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（９月分）
170,048

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（９月分）
32,400

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター水道料金の支出について（８・９月分）
2,468,765

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（１１月分）
16,347

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（９月分）
231,778

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（９月分）
5,367

消防局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局９月分）
23,290

消防局 施設課 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
5,526,144

消防局 施設課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第２四半期に係る経費の支出について（８月分）
626,592

消防局 施設課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（８月分）
46,865

消防局 施設課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（８月分）
763,921

消防局 施設課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（８月分）
154,468

消防局 施設課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東淀川消防署豊里出張所外構その他改修工事の前払金の支出について
3,540,000

消防局 施設課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　西消防署江戸堀出張所外壁改修工事設計業務委託の経費の支出について
997,920

消防局 施設課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　消防局西方面隊庁舎照明設備改修工事の経費の支出について
279,720

消防局 施設課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
794,582

消防局 施設課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（７月追加分）
3,677

消防局 施設課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（８月分）
2,785,954

消防局 施設課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（７月追加分）
3,866

消防局 施設課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　東成災害待機宿舎空調室外機補修工事の経費の支出について
214,596

消防局 施設課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（10月分）
6,200

消防局 施設課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（10月分）
370,734

消防局 施設課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（10月分）
105,024

消防局 施設課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　消防局西方面隊庁舎空調室外機修理の経費の支出について
86,567

消防局 施設課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　北消防署大淀町出張所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
248,400

消防局 施設課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署ほか５か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
324,000

消防局 施設課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
61,020

消防局 施設課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（11月分）
88,500

消防局 施設課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
220,320

消防局 施設課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
60,696

消防局 施設課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（アコーツ千代崎）賃借料の支出について（11月分）
105,000

消防局 施設課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 営繕事務用　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）ほか７点の図書購入経費の支出について
30,969

消防局 施設課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（９月分）
121,068

消防局 施設課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成28年度高度専門教育訓練センタープール浄化装置点検業務委託の経費の支出について
54,000

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（11月分）
21,344

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（11月分）
94,500

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（菱和パレス銀座東）賃借料の支出について（11月分）
87,500

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
34,978

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（11月分）
19,900
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消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（９月分）
129,600

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（11月分）
7,560

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（第２井筒マンション）賃借料の支出について（11月分）
100,000

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（11月分）
274,000

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（11月分）
13,539

消防局 施設課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　城東仮災害待機宿舎（アベリアⅢ）賃借料の支出について（11月分）
80,000

消防局 予防課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　現場復元等見取図の印刷にかかる経費の支出について
19,926

消防局 予防課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　アラミド繊維製ゴム張り手袋の購入経費の支出について
114,750

消防局 予防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託経費の支出について（９月分）
11,934,000

消防局 予防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託経費の支出について（平成２８年９月分）
14,643,000

消防局 予防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 火災予防普及用　第55回火災科学セミナー参加に伴う経費の支出について
2,000

消防局 予防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　作業用マスクほか１点の購入経費の支出について
41,040

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回　９月実施分）
26,779

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
149,071

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
8,519

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回　９月実施分）
10,910

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回　９月実施分）
22,056

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
17,475

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点維持管理業務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）植栽剪定業務委託経費の支出について（第３回　９月実施分）
21,255

消防局 予防課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（９月分）
38,560

消防局 予防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 （火災予防普及啓発用）中学生用防災教育テキスト印刷経費の支出について
317,520

消防局 予防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成28年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
7,884,916

消防局 予防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（９月分）
671,350

消防局 予防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 火災予防普及啓発用　アンケート郵送料の支出について（９月分）
5,360

消防局 規制課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 職員研修用　水系消火設備等研修会の実施経費の支出について
50,000

消防局 警防課 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（８月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　第６０回大阪府消防大会にかかる報酬の支出について
14,774

消防局 警防課 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（８月分）
3,240

消防局 警防課 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（９月分）
29,764

消防局 警防課 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（８月分）
7,116

消防局 警防課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用検査車タイヤ交換（２）の経費の支出について
15,746

消防局 警防課 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防活動用高圧ガス容器所有者登録更新料の支出について
16,000

消防局 警防課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　チェーンソーカバーの購入経費の支出について
32,400

消防局 警防課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　人命救助用担架の購入経費の支出について
1,175,040

消防局 警防課 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）ほか３台の車両整備業務委託に係る経費支出について（８月分）
292,246

消防局 警防課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコンの修理にかかる経費の支出について
17,265

消防局 警防課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ２５３）の車両整備業務委託に係る経費支出について（８月分）
84,022

消防局 警防課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 全国消防救助技術大会用　第45回全国消防救助技術大会参加に伴う人員等の搬送運行業務委託経費の支出について
324,000

消防局 警防課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　安全管理者選任時研修受講経費の支出について
47,520

消防局 警防課 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 警防活動用　400MHz携帯無線機免許申請手数料の支出について
76,500

消防局 警防課 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　船外機Ａほか１点の購入経費の支出について
1,745,280

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市緊急通報システム（NET119）サービス説明会用　手話通訳者派遣料の支出について
42,000

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市緊急通報システム（NET119）サービス説明会用　要約筆記者派遣料の支出について
19,000

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（９月分）
101,520

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（９月分）
177,573

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）に係る経費支出について（９月分）
1,086,889

消防局 警防課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車等定期点検整備（２）業務委託に係る経費支出について
183,654
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消防局 警防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　災害活動支援隊定期訓練（平成２８年度大阪市総合防災訓練）参加に伴う報酬の支出について
1,566,044

消防局 警防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２８年度２５００分１精度地図データ借入に係る経費の支出について（９月分）
1,275,264

消防局 警防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　業務用端末等一式長期借入経費の支出について（９月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２８年度１万分１精度地図データほか２点借入に係る経費の支出について（９月分）
216,000

消防局 警防課 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫（その４）の購入経費の支出について
136,080

消防局 警防課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査自動車損害賠償責任保険料２０台分に係る経費の支出について
217,350

消防局 警防課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｃ１）の車両整備業務委託に係る経費支出について（９月分）
56,991

消防局 警防課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料２０台分経費の支出について
22,000

消防局 警防課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車整備用　１１月分消防自動車継続検査重量税・手数料２０台分経費の支出について
1,273,800

消防局 警防課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　合図灯の購入経費の支出について
18,900

消防局 警防課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　活性炭の購入経費の支出について
49,950

消防局 警防課 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　大型油圧救助器具修理経費の支出について
356,400

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
14,796

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　航空路誌改訂版０９３号ほか１点の購入経費の支出について
7,180

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
745,092

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２６年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（９月分）
655,797

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
468,970

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　信号紅炎の購入経費の支出について
28,168

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（9月分）
280,800

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 警防活動用　可搬式ウインチの購入経費の支出について
324,810

消防局 警防課 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　ゴムボートの購入経費の支出について
420,120

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（９月分）
477,090

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防艇整備用潤滑油（Ａ）ほか１点の購入に係る経費支出について
207,360

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　テープスリングほか４点の購入経費の支出について
266,263

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（９月分）
20,162

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（９月分）
62,473

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（９月分）
10,584

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（タブレット型）データ通信料の支出について（９月分）
3

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（９月分）
519,674

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料（９月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（９月分）
38,880

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　ｅメール１１９運用サービスの回線料（ＯＣＮ・プロバイダー料）の支出について（９月分）
16,131

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　ｅメール１１９運用サービスの回線料（ＮＴＴ）の支出について（９月分）
1,701

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（９月分）
5,367

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（９月分）
5,832

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（Ｘｉ）回線使用料の支出について（９月分）
210,600

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（９月分）
658,260

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（９月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（９月分）
10,080

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（９月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 消防活動用　無線局再免許申請手数料（ゆうなぎ）の支出について
2,400

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用救急車（Ａ２７９）ほか４台の車両整備業務委託に係る経費支出について（９月分）
255,890

消防局 警防課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（９月分）
317,736

消防局 司令課 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 補給活動用　ＬＰガスボンベほか１点の購入経費の支出について
16,200

消防局 司令課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　煙発生器専用液の購入経費の支出について
57,304

消防局 司令課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　保安帽保護カバー購入経費の支出について
145,800
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消防局 司令課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 指令情報センター業務用　ＢｉｚＦＡＸ使用料の支出について（９月分）
352

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）の３か月定期点検整備業務委託の実施及び経費の支出について
6,264

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　海技士免許申請に伴う経費の支出について
5,100

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ポリ袋ほか４点買入に伴う経費の支出について
102,168

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　試験解答用紙（マークシート）の購入経費の支出について
79,596

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　フィニッシャー用ステープラーの購入経費の支出について
11,664

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 委託研修用　消防大学校　火災調査科(第32期)受講に係る必要経費の支出について
233,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託研修用　消防大学校　火災調査科(第32期)受講に係る必要経費の支出について
9,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 委託教育用　大阪府立消防学校　第249回専科教育（救助科）受講経費の支出について
170,660

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
5,250

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　第二級陸上特殊無線技士養成課程の受講経費の支出について
92,340

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　教科書「消防関係法令集」の買入について
86,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,372

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 新任教育用　教科書「詳解消防訓練礼式の基準（平成元年改訂版）」の買入について
55,728

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 新任教育用　消防教科書「危険物」ほか１５点の買入について
587,380

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 新任教育用　消防教科書「危険物」ほか１５点の買入について
8,121

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　甲種危険物取扱者試験に係る経費の支出について
20,260

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
333,800

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 救急教育用　高度救急処置訓練人形Ａほか18点の修繕経費の支出について
420,228

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費にかかる支出について
64,032

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費にかかる支出について
24,418

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員研修用　第１０１回大阪府立消防学校初任教育（３９名分）会費の支出について
2,362,230

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　滅菌バッグほか９点の購入経費の支出について
302,935

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　自走式草刈機の修理に係る経費の支出について
29,376

消防局 北消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　合板の買入経費の支出について
47,304

消防局 北消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　浮田救急車（Ａ２９５）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 北消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　与力予備小型タンク車（ＳＴ１２５）ほか１台のタイヤ交換の経費の支出について
73,872

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,838

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,394

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
643

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,770

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,528

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梅田救助隊車（Ｒ１０４）梯子積載装置の修理経費の支出について
96,120

消防局 北消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エアコン修理経費の支出について
153,921

消防局 北消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入の支出について（平成28年７月～平成９月分）
12,111

消防局 北消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　北本署救急車（Ａ３５１）ヘッドライト修理経費の支出について
17,280

消防局 北消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　大淀町救急車（Ａ３９７）バックドアの修理経費の支出について
22,680

消防局 北消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
8,280

消防局 都島消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　東野田小型タンク車（ST102）バッテリー交換経費の支出について
45,360

消防局 都島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,920

消防局 都島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
574

消防局 都島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,136

消防局 都島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,261

消防局 都島消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検（第３期）経費の支出について
100,440

消防局 都島消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具の分解修理点検（第３期）の追加整備経費の支出について
9,396

消防局 都島消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東野田出張所事務所エアコン修理経費の支出について
187,714

消防局 都島消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,740
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消防局 都島消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（７月～９月）経費の支出について
12,111

消防局 都島消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料（９月分）の支出について
10,472

消防局 福島消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６７）タイヤ交換経費の支出について
52,272

消防局 福島消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９１)ほか１台バッテリー交換経費の支出について
24,408

消防局 福島消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６７）流量計作動不良修理経費の支出について
10,800

消防局 福島消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）６か月定期点検整備業務委託経費の支出について
4,212

消防局 福島消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）の車両整備業務委託経費の支出について
2,484

消防局 福島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,631

消防局 福島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　上福島出張所オーバードア開閉不良修理経費の支出について
30,024

消防局 福島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
137

消防局 福島消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,280

消防局 福島消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 福島消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費支出について
18,242

消防局 福島消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　台車買入経費の支出について
27,972

消防局 福島消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５２）オルタネータ取替修理経費の支出について
73,386

消防局 福島消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
8,050

消防局 此花消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか９点の買入経費の支出について
51,498

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,189

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,830

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,442

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
246

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,603

消防局 此花消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,240

消防局 此花消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６８）及び小型タンク車（ＳＴ４３）タイヤ交換に伴う経費の支出について
101,088

消防局 此花消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
18,013

消防局 此花消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
19,360

消防局 此花消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ロープの買入に伴う経費の支出について
70,200

消防局 中央消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車、広報車の法定６ヶ月点検及びエンジンオイル交換整備業務委託に伴う経費の支出について
19,980

消防局 中央消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ターポリン担架買入に伴う経費の支出について
38,880

消防局 中央消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ガス検知警報器修理に伴う経費の支出について
33,372

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,849

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,458

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,500

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,634

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,070

消防局 中央消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,200

消防局 中央消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署本署２階待機室及び事務所、東雲出張所ガレージ照明修理に伴う経費の支出について
126,252

消防局 中央消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞購読経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 中央消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について（上町出張所）
497

消防局 中央消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
9,400

消防局 中央消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器面体用締め紐　ほか６点　買入に伴う経費の支出について
38,016

消防局 中央消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）（本署）
15,951

消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,636

消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,486

消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,650

消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,888
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消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,076

消防局 西消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

消防局 西消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）バッテリー交換及び経費の支出について
21,600

消防局 西消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）に係る経費の支出について
17,544

消防局 西消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（平成２８年７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 西消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
8,420

消防局 西消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　非常用給水バッグほか１点買入に伴う経費の支出について
64,530

消防局 西消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
27,022

消防局 西消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,500

消防局 西消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
410

消防局 西消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
1,706

消防局 西消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
5,500

消防局 西消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　交換式修正テープほか１２点買入に伴う経費の支出について
28,175

消防局 港消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　いきいき防火のつどい会場設営・撤去委託業務経費の支出について
54,000

消防局 港消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,958

消防局 港消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
738

消防局 港消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,522

消防局 港消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　本署１階電気衣類乾燥機修理経費の支出について
10,152

消防局 港消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞（７月～９月分）の買入経費の支出について
12,111

消防局 港消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,420

消防局 港消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
11,799

消防局 港消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　垂木ほか４点の買入経費の支出について
70,200

消防局 港消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車フェンダーミラー交換修理経費の支出について
17,712

消防局 大正消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　汁椀ほか１点の買入に伴う経費の支出について
16,956

消防局 大正消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　大正消防署泉尾出張所待機室エアコンの修理に伴う経費の支出について
184,680

消防局 大正消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用洗剤ほか２点の買入に伴う経費の支出について
11,041

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
3,720

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,877

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞 買入（７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,490

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,550

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
574

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
350

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,640

消防局 大正消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４７）の定期点検業務委託に伴う経費の支出について
3,132

消防局 大正消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
8,654

消防局 大正消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器の消耗品買入経費の支出について
25,563

消防局 天王寺消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　元町出張所衣類乾燥機修理経費の支出について
9,936

消防局 天王寺消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９６）エンジンオイルほか１点交換（９月）経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　指揮車（ＣＣ３１１）６か月定期点検整備業務委託経費の支出について
4,212

消防局 天王寺消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　４５Ｌポリゴミ袋ほか１点買入経費の支出について
60,048

消防局 天王寺消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
14,032

消防局 天王寺消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
656

消防局 天王寺消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　有毒ガス検知器（ＧＸ２００３）修理経費の支出について
47,908

消防局 天王寺消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）購読経費の支出について
12,111

消防局 天王寺消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（９月分）
13,659

消防局 天王寺消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
4,130
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消防局 天王寺消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　司令車１２か月定期点検整備業務委託経費の支出について
6,588

消防局 浪速消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　レンジャーロープ買入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 浪速消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６５）のヘッドランプ交換修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 浪速消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１７）定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
4,212

消防局 浪速消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
476

消防局 浪速消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月）買入の経費支出について
12,111

消防局 浪速消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,148

消防局 浪速消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
516

消防局 浪速消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,266

消防局 浪速消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
19,530

消防局 浪速消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（９月分）
9,990

消防局 浪速消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（恵美須９）の修理に伴う経費の支出について
25,920

消防局 西淀川消防署 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用 可搬式ポンプの修理（大和田北公園）経費の支出について
29,160

消防局 西淀川消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用 所轄指揮車(CC309）ほか１台の法定６ヶ月定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
7,560

消防局 西淀川消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

消防局 西淀川消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
761

消防局 西淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用 新聞購読料（７月～９月）に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西淀川消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
22,580

消防局 西淀川消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用 タオル買入に伴う経費の支出について
22,194

消防局 西淀川消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品経費の支出について（９月分）
13,178

消防局 西淀川消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　プリンタ用インクカートリッジ買入に伴う経費の支出について
26,460

消防局 西淀川消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　署活動系携帯無線機アンテナの修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 淀川消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか１２点の買入経費の支出について
126,350

消防局 淀川消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ファクシミリ感熱記録紙ほか４３点買入経費の支出について
83,962

消防局 淀川消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ヘッドハーネスの買入経費の支出について
23,652

消防局 淀川消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 区震災訓練用　ロープ（２００ｍ１巻）買入経費の支出について
51,840

消防局 淀川消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）の定期点検整備業務委託経費の支出について
4,212

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）支出について
15,411

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,624

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,760

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,780

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
932

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,427

消防局 淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,382

消防局 淀川消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
8,250

消防局 淀川消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所受水槽修理経費の支出について
86,400

消防局 淀川消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　カラーコーンほか３点の買入経費の支出について
27,981

消防局 東淀川消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）フロントドアーキーシリンダー取替に伴う経費の支出について
8,964

消防局 東淀川消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）の右ヘッドランプバルブ取替修繕に伴う経費の支出について
20,196

消防局 東淀川消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）のラジエータ取替修繕に伴う経費の支出について
97,200

消防局 東淀川消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）のヘッドランプバルブ取替修繕に伴う経費の支出について
20,196

消防局 東淀川消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７８）エアコン修繕に伴う経費の支出について
15,984

消防局 東淀川消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ１７）及び小型タンク車（ＳＴ２６４）のタイヤ交換修繕に伴う経費の支出について
120,960

消防局 東淀川消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップほか３点買入に伴う経費の支出について
46,731

消防局 東淀川消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか３点買入及び経費の支出について
23,328

消防局 東淀川消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,332
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消防局 東淀川消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
300

消防局 東淀川消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
410

消防局 東淀川消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,650

消防局 東淀川消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,639

消防局 東淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）経費の支出について
12,111

消防局 東淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西淡路出張所軽量電動シャッター修理に伴う経費の支出について
199,800

消防局 東淀川消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
10,270

消防局 東淀川消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
17,865

消防局 東淀川消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ８０）のバッテリー取替に伴う経費の支出について
36,288

消防局 東成消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１７）タイヤ交換経費支出について
25,920

消防局 東成消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ばんせんほか３点買入経費の支出について
10,584

消防局 東成消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８６）バックドアステー修理経費の支出について
21,384

消防局 東成消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１１７）タイヤ交換（２）経費支出について
50,976

消防局 東成消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞朝夕刊（本署）購読料の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
14,170

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
11,326

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
12,255

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
452

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,300

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,345

消防局 東成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,240

消防局 生野消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネほか８点買入経費の支出について
81,669

消防局 生野消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　はしご車（Ｌ２８）の定期点検整備業務委託経費の支出について
28,285

消防局 生野消防署 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯ほか１点買入経費の支出について
8,337

消防局 生野消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９０）ほか１台エンジンオイル交換経費の支出について
11,880

消防局 生野消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,057

消防局 生野消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
256

消防局 生野消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,058

消防局 生野消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞(７月～９月分)買入経費の支出について
12,111

消防局 生野消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
9,240

消防局 生野消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 生野消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
10,692

消防局 旭消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　赤川出張所２階食堂小型湯沸し器修理経費の支出について
5,940

消防局 旭消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機料（９月分）経費の支出について
18,918

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
14,770

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,250

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
902

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,650

消防局 旭消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,967

消防局 城東消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST272）エンジンキーシリンダー取替修理の経費支出について
25,499

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
12,620

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
3,504

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
10,476

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
594

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
978
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消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
864

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
7,445

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
6,292

消防局 城東消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(９月分)
3,000

消防局 城東消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A801）ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ交換修理の経費支出について
5,940

消防局 城東消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器・基本ユニット３点修理の経費支出について
67,662

消防局 城東消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）及び広報車（ＰＩ３４１）定期点検整備業務委託の経費支出について
13,392

消防局 城東消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（平成２８年７月分～９月分）の経費支出について
12,111

消防局 城東消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の購入経費の支出について
17,194

消防局 城東消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
6,770

消防局 鶴見消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２３４）ホースカー昇降装置修理経費の支出について
10,800

消防局 鶴見消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）定期点検整備業務委託経費の支出について
6,372

消防局 鶴見消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　電光掲示板修理経費の支出について
30,780

消防局 鶴見消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
64,800

消防局 鶴見消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
12,859

消防局 鶴見消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
16,156

消防局 鶴見消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
738

消防局 鶴見消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,650

消防局 鶴見消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　インクカートリッジ買入
10,584

消防局 鶴見消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　毎日新聞買入（平成２８年７月～平成２８年９月分）経費の支出について
12,111

消防局 鶴見消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　携帯拡声器買入経費の支出について
11,944

消防局 鶴見消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
2,100

消防局 鶴見消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
14,717

消防局 鶴見消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　自家給油設備　計量器ノズル修理経費の支出について
58,968

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）右後輪内側タイヤ交換並びに同経費の支出について
14,364

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
577

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,302

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
748

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,300

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,848

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,800

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９３）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ドレーゲル製空気呼吸器レギュレータの修理並びに同経費の支出について
14,320

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）左ディスチャージヘッドランプの修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（９月分）
16,893

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞買入（平成２８年７月～平成２８年９月）の経費の支出について
12,111

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　補給車（ＳＣ２２）の定期点検整備（６か月）業務委託並びに同経費の支出について
4,536

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３２）ほか１台の定期点検整備（６か月）業務委託並びに同経費の支出について
8,424

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
41,230

消防局 阿倍野消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　シナベニヤほか１０点　買入並びに同経費の支出について
72,360

消防局 住之江消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車(PI315)法定６ヶ月点検整備業務委託に伴う経費の支出について
4,212

消防局 住之江消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車(PI315)の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
29,268

消防局 住之江消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞朝夕刊買入(７月～９月)に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,493

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）経費の支出について
15,527

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（９月分）の支出について
30,942

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
574
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消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用腰パッドほか２点買入に伴う経費の支出について
37,584

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,605

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器用レギュレータ修理に伴う経費の支出について
63,288

消防局 住之江消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　テンペストブロアー修理に伴う経費の支出について
10,584

消防局 住之江消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
20,870

消防局 住之江消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ドアクローザー買入に伴う経費の支出について
4,104

消防局 住之江消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　インパクトドライバー買入に伴う経費の支出について
31,860

消防局 住吉消防署 平成28年10月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベ修理に伴う経費の支出について
7,268

消防局 住吉消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　住吉消防署万代出張所ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,225

消防局 住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
300

消防局 住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
502

消防局 住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,320

消防局 住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,507

消防局 住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　産経新聞（７月～９月分）買入に伴う経費の支出について
12,111

消防局 住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体しめひもほか５点買入に伴う経費の支出について
32,205

消防局 住吉消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
13,430

消防局 住吉消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
13,978

消防局 東住吉消防署 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　消火器２種ほか１点買入経費の支出について
48,513

消防局 東住吉消防署 平成28年10月12日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８１）バッテリー交換の経費の支出について
24,840

消防局 東住吉消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０６）及び広報車（ＰＩ３４０）定期点検整備業務委託の経費の支出について
11,448

消防局 東住吉消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　浴室定量止水付混合水栓取替修理（東住吉本署）の経費の支出について
50,760

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,503

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
410

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,650

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,156

消防局 東住吉消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,400

消防局 東住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　新聞買入（７月～９月分）にかかる経費の支出について
12,111

消防局 東住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾買入経費の支出について
51,300

消防局 東住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（９月分）の経費の支出について
14,750

消防局 東住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか６点買入の経費の支出について
61,887

消防局 東住吉消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　杭全出張所　受水槽Ｆ号ボールタップ取替修理の経費の支出について
62,640

消防局 東住吉消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
26,350

消防局 東住吉消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　セーバーソー用充電池買入経費の支出について
20,520

消防局 平野消防署 平成28年10月04日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３７９）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 平野消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器洗剤ほか６点の買入に伴う経費の支出について
40,774

消防局 平野消防署 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　蚊取線香ほか３点買入に伴う経費の支出について
9,393

消防局 平野消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型救助車（Ｒ７７）のバッテリー交換に伴う経費の支出にいて
51,840

消防局 平野消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２７）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
4,320

消防局 平野消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
17,706

消防局 平野消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,002

消防局 平野消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
738

消防局 平野消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
216

消防局 平野消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
4,500

消防局 平野消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
18,160

消防局 平野消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（９月分）
12,069
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消防局 西成消防署 平成28年10月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の定期点検整備業務委託経費の支出について
4,212

消防局 西成消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか５点買入経費の支出について
78,094

消防局 西成消防署 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）メインスイッチホールディングリレー交換修理に伴う経費の支出について
15,120

消防局 西成消防署 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　枠組建枠ほか４点買入経費の支出について
79,704

消防局 西成消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　読売新聞買入（７月～９月分）に伴う経費の支出について
12,111

消防局 西成消防署 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　小型タンク車（海道ＳＴ１６０）はしご修理に伴う経費の支出について
16,200

消防局 西成消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,356

消防局 西成消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
164

消防局 西成消防署 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,808

消防局 西成消防署 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　４０Ｗ型蛍光灯ほか３点買入経費の支出について
39,171

消防局 西成消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張旅費の支出について（９月分）
12,590

消防局 西成消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）に伴う経費の支出について
15,221

消防局 西成消防署 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助隊車（Ｒ31）パンク修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 水上消防署 平成28年10月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　訓練的の買入経費の支出について
8,100

消防局 水上消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　蛍光灯Ａ直管40Ｗほか４点の買入経費の支出について
35,586

消防局 水上消防署 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（PI339）の定期点検整備業務委託経費の支出について
3,240

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,430

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,028

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
246

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,500

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,640

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,304

消防局 水上消防署 平成28年10月18日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,160

消防局 水上消防署 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具（ドライスーツ）の修理経費の支出について
122,580

消防局 水上消防署 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（９月分）
3,440

消防局 水上消防署 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　朝日新聞の買入経費の支出について（７月～９月分）
12,111

消防局 水上消防署 平成28年10月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（９月分）の支出について
9,674

消防局 水上消防署 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 職員衛生管理用　水上消防署１階衣類乾燥機の修理経費の支出について
14,580

消防局 救急課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（９月分）
31,495

消防局 救急課 平成28年10月11日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（FAX)の支出について（９月分）
2,714

消防局 救急課 平成28年10月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）の実施及び同経費の支出について（熊本地震に伴う緊急消防援助隊派遣分）
149,819

消防局 救急課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか事業用　救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）経費の支出について（９月分）
11,859,362

消防局 救急課 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　傷病者搬送票の印刷及び同経費の支出について
359,445

消防局 救急課 平成28年10月19日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　＃７１１９利用料金の支出について（９月分）
59,969

消防局 救急課 平成28年10月20日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続経費の支出について（９月分）
5,625,000

消防局 救急課 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　平成２８年度救急資器材滅菌処理業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
673,164

消防局 救急課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
5,778

消防局 救急課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（９月分）
5,054

消防局 企画課 平成28年10月05日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　大阪市消防関係例規集追録第４５０号の購入経費の支出について
81,000

消防局 企画課 平成28年10月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員研修用　平成28年度「大阪消防」データ作成・編集等の業務委託経費の支出について（第２四半期分）
213,840

消防局 企画課 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 広報活動用　平成27年大阪市消防年報（平成28年刊行）の印刷に伴う経費の支出について
158,760

危機管理室 危機管理課 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（８月分）の支出について
92,470

危機管理室 危機管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 熊本地震に伴う被災地視察にかかる管外出張にかかる経費の支出について
64,880

危機管理室 危機管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（８月分）の支出について
68,250

危機管理室 危機管理課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業用コピー代金の支出について（平成２８年８月分）
26,670

危機管理室 危機管理課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（８月分）
28,903

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
53,146
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危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上コーディネーター、アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
27,090

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（８月分）
59,859

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　食糧費 帰宅困難者対策用　帰宅困難者対策シンポジウムにかかる会場使用料に伴う経費の支出について
2,000

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（７月分）の支出について
12,478

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 備蓄倉庫設置フォークリフト定期自主検査の実施にかかる経費の支出について
73,440

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 帰宅困難者対策用　帰宅困難者対策シンポジウムにかかる会場使用料に伴う経費の支出について
110,822

危機管理室 危機管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 備蓄物資整理用　備蓄拠点倉庫の備蓄物資の整理・搬送に伴うトラック賃借にかかる経費の支出について
12,096

危機管理室 危機管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 小災害対策等用　災害救助法等担当者全国会議出席にかかる経費の支出について
28,830

危機管理室 危機管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら1205号）電話回線使用料等（9月分）の支出について
2,703

危機管理室 危機管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 防災アプリ用　大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用毎日・日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
25,638

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理対策用　屋外用ラベル外１点の買入にかかる経費の支出について
9,126

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　読売新聞の購読にかかる経費の支出について（７～９月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（８月利用分）の支出について
30,842

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（９月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室事務用カラープリンタの借入にかかる経費の支出について（９月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う土地賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（１０月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（９月分）
24,096

危機管理室 危機管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（９月分）
5,363

危機管理室 危機管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（９月分）
1,958

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 指定都市市長会第３回行動計画幹事市等連絡会の出席に伴う管外出張にかかる旅費の支出について
57,800

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（９月分）
54,366

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（８月分）
5,355

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（８月分）の支出について
13,848

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（９月分）の支出について
52,480

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（９月利用分）の支出について
286,860

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（９月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（９月分）の支出について
14,622

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
291

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
328

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
328

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（９月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
786

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
194

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（９月分）
97

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
6,430

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（９月分）
666

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（９月分）の支出について
2,064

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム委託磁気テープファイルの保管及び集配業務にかかる支出について　（９月分）
1,728

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 宿直室用寝具の借入にかかる支出について（上半期分）
145,605

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（１０月分）
2,989,222

危機管理室 危機管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う使用料の支出について（大阪府咲洲庁舎、１１月分）
191,235

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（９月分）
7,532

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（９月分）
137,050

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成28年９月分）の支出について
64,013

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成28年９月分）の支出について
37,300
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危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業用コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
33,640

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（９月分）の支出について
97,836

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（９月分）
140,400

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（９月分）
451,308

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（９月分）
11,169

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（９月分）
95,934

危機管理室 危機管理課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（９月分）
112,508

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
9,250

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　毎日新聞外１点の購読にかかる経費の支出について（平成２８年度第２四半期分）
25,638

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２８年９月分）の支払いについて
15,170

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２８年９月分）
28,288

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（ＰＤＣＡ側・平成２８年９月分）
52,214

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
32,787

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
9,037

市政改革室 総合調整担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
11,298

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第２回大阪市ＰＤＣＡサイクル推進有識者会議（９月１日実施分）の会議録作成業務に係る支出について
11,988

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第１回大阪市建設事業評価有識者会議（８月３１日実施分）の会議録作成業務に係る支出について
29,970

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第２回大阪市建設事業評価有識者会議（９月１４日実施分）の会議録作成業務に係る支出について
29,970

契約管財局 契約課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第２回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,759

契約管財局 契約課 平成28年10月04日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（８月分）
7,084

契約管財局 契約課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「問答式　現代契約実務全書」の購入経費の支出について
5,663

契約管財局 契約課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（9月分）
88,776

契約管財局 契約課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について　（9月分）
946,521

契約管財局 契約課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（9月分）
29,117

契約管財局 契約課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入経費の支出について（9月分）
18,846

契約管財局 契約課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（9月分）
178,202

契約管財局 契約課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年９月分)
1,796

契約管財局 契約課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年９月分)
184

契約管財局 契約課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張等交通費（平成28年９月分）の支出について
19,086

契約管財局 契約課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
2,968

契約管財局 契約課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成28年９月分）
177,982

契約管財局 契約課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成28年９月分）
1,607,094

契約管財局 契約課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室電話機増設業務委託にかかる経費の支出について
41,040

契約管財局 契約課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成28年10月分）
9,799,902

契約管財局 契約課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
5,216

契約管財局 契約課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成28年９月分）
50,965

契約管財局 契約課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成28年９月分）
62,579

契約管財局 契約制度課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「地方公共団体　契約実務の要点」外１点　追録購入にかかる需用費の支出について
16,812

契約管財局 契約制度課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成28年９月分）
3,944

契約管財局 契約制度課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成28年９月分）
20,242

契約管財局 契約制度課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等借入【再リース】」に係る賃借料の支出について（平成28年９月）
2,690,578

契約管財局 契約制度課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（平成28年９月）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 平成28年10月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムクライアント機器等借入【再リース】」に係る賃借料の支出について（平成28年９月）
14,040

契約管財局 契約制度課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成28年９月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器等長期借入」に係る賃借料の支出について（平成28年９月）
333,720

契約管財局 契約制度課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約事務用「電子調達システムサーバ室等分電盤回路増設業務委託」にかかる委託料の支出について
86,400

契約管財局 契約制度課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成28年９月分）
15,087
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契約管財局 契約制度課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成28年９月）
199,174

契約管財局 契約制度課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成28年９月分）
133,359

契約管財局 契約制度課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム各局展開クライアント機器長期借入」に係る賃借料の支出について（平成28年９月）
26,071

契約管財局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 土地明渡訴訟にかかる法律意見書作成業務の経費の支出について
216,000

契約管財局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（８月分）
21,380

契約管財局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（８月分）
101,451

契約管財局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（９月分）
4,584

契約管財局 管財課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 裁判所和解勧試に伴う土地評価分析等調査業務委託の経費の支出について
108,000

契約管財局 管財課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成28年11月入札－２）
446,040

契約管財局 管財課 平成28年10月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　地方自治関係実例判例集の追録の購読にかかる経費の支出について
17,280

契約管財局 管財課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,559

契約管財局 管財課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,484

契約管財局 管財課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
360

契約管財局 管財課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（教育管理用地（浪速区恵美須西）－２）
1,047,600

契約管財局 管財課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　火災保険料 建物総合損害共済基金分担金の支出について（瓜破東住宅外８件）
450,762

契約管財局 管財課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
78,840

契約管財局 管財課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（９月分）
1,117

契約管財局 管財課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市賃貸台帳管理システムに係る記録媒体等警備輸送業務委託の経費の支出について（９月分）
108,000

契約管財局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
23,910

契約管財局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（９月分）
84,229

契約管財局 管財課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
51,894

契約管財局 管財制度課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第766回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
113,771

契約管財局 管財制度課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号１２）
21,600

契約管財局 管財制度課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 第92回大都市管財事務主管者会議出席に係る負担金の支出について
6,000

契約管財局 管財制度課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第767回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
97,518

契約管財局 審査課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　近畿地区用地対策連絡協議会　　平成２８年度　用地事務職員専門研修（平成２８年９月１３日～１６日）の参加及び同経費の支出について
1,950

契約管財局 審査課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　近畿地区用地対策連絡協議会　　平成２８年度　用地事務職員専門研修（平成２８年９月１３日～１６日）の参加及び同経費の支出について
1,050

契約管財局 審査課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 用地事務用　平成２８年度全国用対連セミナーへの参加並びに管外出張旅費の支出について（１０月１４日）
29,980

契約管財局 審査課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１９１２号－１９３０号外１点」の購入経費の支出について
59,670

契約管財局 審査課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「公共事業損失補償実務提要１９１２号－１９３０号外１点」の購入経費の支出について
32,130

契約管財局 審査課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　特別旅費 用地事務用　国土交通大学校　平成28年度　専門課程　用地（Ⅱ期）研修への参加並びに管外出張旅費の支出について（平成28年10月12日～10月28日）
49,640

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（１０月分）
65,012

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年度　大阪市補償審査委員会に係る交通費の支出について（１０月分）
3,160

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
4,158

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
426

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
2,360

契約管財局 審査課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
960

契約管財局 審査課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
1,559

契約管財局 審査課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
2,559

契約管財局 審査課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　負担金 収用裁決に伴う鑑定人手当起業者負担金の支出について
2,750,760

契約管財局 審査課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２８年９月分）
2,337

契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２８年９月分）
2,460

契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 用地事務用　第９２回大都市管財事務主管者会議への参加並びに管外出張旅費の支出について（１０月２８日）
28,900

契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 用地事務用　第９２回大都市管財事務主管者会議への参加並びに管外出張旅費の支出について（１０月２８日）
28,900

契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　第９２回大都市管財事務主管者会議（１０月２８日）の参加及び同経費の支出について
6,000

契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２８年９月分）
91,568
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契約管財局 審査課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２８年９月分）
49,306

契約管財局 審査課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成28年度用地部法律相談の報償金の支出について（９月分）
22,950

契約管財局 審査課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　大阪府用地対策連絡協議会　　平成２８年度　第２回研修会（法規研修　平成２８年１０月６日）の参加及び同経費の支出について
7,183

契約管財局 審査課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　大阪府用地対策連絡協議会　　平成２８年度　第２回研修会（法規研修　平成２８年１０月６日）の参加及び同経費の支出について
3,867

契約管財局 用地課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 JR東海道線支線地下化事業　損失補償金の支出について
1,937,372

契約管財局 用地課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 住宅事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
156,600

契約管財局 用地課 平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
1,418,040

契約管財局 用地課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業にかかる不動産鑑定業務委託料の支出について
736,560

契約管財局 用地課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　占有者立退補償金の支出について
2,091,450

契約管財局 用地課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　建物等補償金の支出について
23,654,200

契約管財局 用地課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
339,120

契約管財局 用地課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
409,320

契約管財局 用地課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買代金の支出について
10,475,960

契約管財局 用地課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買代金の支出について
11,411,634

契約管財局 用地課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 ＪＲ東海道線支線地下化事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
12,997,653

契約管財局 用地課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成２８年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【９月分】
219,456

契約管財局 用地課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２８年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【９月分】
2,726,460

こども青少年局 総務課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（8月分）
342,640

こども青少年局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成28年8月　市内出張交通費の支出について（庶務・人事）
6,030

こども青少年局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（９月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（９月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成28年9月分）
15,558

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達（再リース）の実施経費の支出について（平成28年9月分）
58,320

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（こども青少年局）一式長期借入（平成28年9月分）
32,345

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達の実施経費の支出について（平成28年9月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（平成28年9月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成28年9月分）
371,038

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成28年9月分）
156,413

こども青少年局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（平成28年9月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（９月分）
342,014

こども青少年局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（平成28年9月分）
334,350

こども青少年局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　朝日新聞（平成28年4月～平成29年3月）の買入について
36,333

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　読売新聞（平成28年4月～平成29年3月）の買入について
36,333

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　産経新聞（平成28年4月～平成29年3月）の買入について
36,333

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日新聞・日本経済新聞（平成28年4月～平成29年3月）の買入について
76,914

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（9月分）ＤＣⅤ７０８０　５台分
316,721

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について
17,280

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について
4,305

こども青少年局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 事務参考用　官報情報サービス（平成28年4月～平成29年3月）ライセンス借入の実施および同経費の支出について
6,480

こども青少年局 青少年課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立こども文化センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
18,456,620

こども青少年局 青少年課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立信太山青少年野外活動センター管理運営業務代行料の支出について（第３四半期分）
15,075,750

こども青少年局 青少年課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度大阪市留守家庭児童対策事業指導員研修会（第２回）にかかる経費の支出について（会場使用料）
14,400

こども青少年局 青少年課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（７・８月分１回目、８月分１回目）
110,904,809

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｅ）の支出について（第３四半期分）
3,679,930

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ａ）の支出について（第３四半期分）
175,832,763

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｈ）の支出について（第３四半期分）
13,551,643

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｇ）の支出について（第３四半期分）
14,163,341
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こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｆ）の支出について（第３四半期分）
3,366,969

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｂ）の支出について（第３四半期分）
542,471,966

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｃ）の支出について（第３四半期分）
3,166,581

こども青少年局 青少年課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託料（Ｄ）の支出について（第３四半期分）
7,734,607

こども青少年局 青少年課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（９月分）の支出について
24,410

こども青少年局 青少年課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成28年10月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２８年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（９月分）
5,920

こども青少年局 青少年課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成28年度大阪市塾代助成事業に関する包括的業務委託の実施及び同所要経費の支出について（下半期分）
237,768,725

こども青少年局 青少年課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成28年10月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成２８年度大阪市留守家庭児童対策事業指導員研修（第２回）にかかる経費の支出について
15,760

こども青少年局 青少年課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度　大阪市子ども会活動の推進事業委託経費の支出について（下半期）
1,247,400

こども青少年局 青少年課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（7・8月分2回目、8月分2回目）
34,856,338

こども青少年局 青少年課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪市留守家庭児童対策事業補助金の交付並び所要経費の支出について (1/2)下半期１回目
27,391,000

こども青少年局 青少年課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２８年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（９月分）の支出について
11,232

こども青少年局 青少年課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度地域こども体験学習事業の実施および同所要経費の支出について（下半期分）
10,292,000

こども青少年局 青少年課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市若者自立支援事業実施運営業務にかかる委託料の支出について（第１四半期分）
7,111,145

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 第２回こどもの貧困対策推進本部会議にかかる報償金の支出について
16,893

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 （仮称）大阪市こどもの生活等に関する実態調査 大阪市独自調査項目策定にかかる打合せ会議にかかる報償金の支出について
16,893

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2016宝塚にかかる会議資料代の支出について
2,000

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第1回　こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
325,060

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度第1回　こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
9,940

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　縞鋼板（塗装済）　ほか７点の購入経費の支出について
101,520

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
116,842

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
702

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
30,942

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,700

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,100

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
900

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
246

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,750

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,760

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
500

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,216

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,200

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理課業務用出張交通費の支出について（８月分）
41,949

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 こども青少年局所管用地にかかる土地利用履歴調査業務の実施経費の支出について（生江保育所うち東部分）
302,400

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市子どもの生活に関する実態調査業務委託所要経費の支出について
17,517,600

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方公共団体契約実務ハンドブック（追録137-140号）」の買い入れについて
8,364

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 こども・子育て支援会議教育・保育部会等録音記録内容反訳業務委託（単価契約）の支出について（９月１２日開催分）
19,884

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 瓜破北幼稚園建物調査業務委託に係る経費の支出について
421,200

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 平成28年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（９月分）
18,718

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
82

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
102,634

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
23,581

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
11,529

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
1,290
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こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
14,237

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
886,219

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
14,070

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
31,340

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
16,960

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
58,611

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
28,951

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
1,710

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（９月分）
2,724

こども青少年局 経理・企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施経費の支払いについて（９月分）
12,526

こども青少年局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館管理運営業務経費の支出について（第３四半期）
15,605,460

こども青少年局 管理課 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務経費の支出について（４月～６月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度児童手当現況用応用連票外２点の買入と同経費の支出について
391,932

こども青少年局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年１０月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
42,135,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年１０月５日支払い児童手当給付費の支出について
12,470,661,324

こども青少年局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 保育料同意徴収の申出撤回による児童手当の追加支給について
60,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度児童手当現況用応用連票外２点の買入と同経費の支出について
241,844

こども青少年局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第１四半期分②)
78,550

こども青少年局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（8月分2回目）
141,224

こども青少年局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第10回目）
20,303,100

こども青少年局 管理課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第11回目）
21,489,840

こども青少年局 管理課 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度北区子ども・子育てプラザ他２３施設にかかる非常通報装置保守業務の実施経費の支出について（４月～９月分）
466,560

こども青少年局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（３２回目・府内）
323,340

こども青少年局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　７月分（２９回目・府外）
10,169,500

こども青少年局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童手当実務提要追録（第８７～８８号）の買入について
7,344

こども青少年局 管理課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入について（第８０８～８０９号）
9,158

こども青少年局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度あいりん特別保育対策事業の実施と同経費の支出について（３回目/４回）
3,391,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度あいりん児童健全育成事業の委託料の支出について（３回目/４回）
3,125,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　父親の育児参加啓発事業の支出について（第２回目）
1,424,250

こども青少年局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外５施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（９月分）
2,032,659

こども青少年局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　妊婦一般健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　Ｎｏ.４
22,620

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（３６回目・府内）
200,608,014

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　８月分（３５回目・府内）
6,324

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　９月分（府内）
182,910

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　８月分（３３回目・府内）
382,500

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　出産前小児保健指導事業に要する委託料の支出について　８月実施分
21,602

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　８月分３４回目・府内）
4,680

こども青少年局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　８月分（第５回目）
1,197,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度福島区子ども・子育てプラザにかかるエレベーター保守点検業務経費の支出について（７月～９月分）
154,224

こども青少年局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
18,202

こども青少年局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
6,668

こども青少年局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成28年度　乳児一般健康診査用　乳児後期健康診査セットの印刷及び同所要経費の支出について
370,121

こども青少年局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　印刷製本費 平成28年度　乳児一般健康診査用　乳児後期健康診査セットの印刷及び同所要経費の支出について
99,679

こども青少年局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第10回目）
150,000

こども青少年局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
55,208

こども青少年局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会（東・西ブロック）の実施と同経費の支出について（平成２８年１０月）
16,800

こども青少年局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市子育て短期支援事業委託料の支出について(第２四半期分①)
193,950
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こども青少年局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の再支出について　７月分（２９回目・府外）
7,500

こども青少年局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（9月分）
251,896

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市病児・病後児保育事業確定加算額の支出について（第２四半期）１回目（５施設）
8,886,160

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市病児・病後児保育事業確定加算額の支出について（第２四半期）３回目（４施設）
11,984,930

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（４２回目・府内）
380,400

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　９月分（４１回目・府内）
5,518

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　９月分（３９回目・府内）
333,750

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　９月分４０回目・府内）
5,070

こども青少年局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．5
2,039,677

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２８年８月分・児童ライン）の支出について
7,356

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成２８年８月分・ひとり親ライン）の支出について
5,844

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成28年度：７回目）
38,232

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ28年４月～６月分　７回目）
688,500

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(７月分)の支出について（大阪市立病院分）
4,132,470

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(７月分)の支出について
10,688,677

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（９月分）
393,770

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
549,340

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(７月～８月請求分）
314,659

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
81,265

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度第３回里親審査部会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,340

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成28年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書用封筒　買入について（第１回納品分）
526,500

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成28年度児童養護施設退所児童等アフターケア事業に係る所要経費の支出について（下半期分）
4,967,000

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費の支出について（８月分）
1,279,236

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（８月分）
16,800

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費の支出について（８月分）
2,036,828

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業の実施及び同所要経費の支出について（下半期運営管理経費分）
2,197,300

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（９月分）
1,483,179

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設東さくら園にかかる指定管理業務代行料の支出について（１０月分）
14,615,770

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外２施設にかかる指定管理業務代行料（10月分）の支出について
95,656,597

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成28年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について(9月分）
49,606

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
100,812,099

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
88,646,963

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（８月診療１０月支払い分）
26,415

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（８月診療１０月支払い分）
20,756,066

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託の実施に係る経費の支出について（９月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
425,304

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
298,976

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
4,118,000

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（８月診療１０月支払い分）
110,613

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（９月審査分）
324,640

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童入所施設等措置費の支出について（１０月分事務費）
573,407,922

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（８月診療１０月支払い分）
20,721,240

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
215,309

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　印刷製本費 こども医療証（オンライン）外３点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
75,297

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
317,440

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
2,361,600

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
7,557,555
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こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（８月分）の支出について
787,227

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(７月分)の支出について
1,221,460

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（１０月決定分）
9,987,355

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）他１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
402,634

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 こども医療証（バッチ）他１点の作成経費の支出について（医療助成事業用）
231,336

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市立児童福祉施設指定管理予定者等選定会議出席にかかる謝礼金等の支出について
51,159

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発用手提げアームバックの買入並びに同諸経費の支出について
52,920

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設和歌山すみれホームにかかる措置費の支出について（１０月分）
433,061

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成28年度：７回目）
92,988

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度身元保証人確保対策事業にかかる保証料の支出について
11,172

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第１回児童虐待事例検証部会に係る委員報酬等の支出について
65,012

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度第１回児童虐待事例検証部会に係る委員報酬等の支出について
1,700

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（８月分）
532,172

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立仙渓学園にかかる措置費の支出について（８月分）
316,791

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設白浜なぎさホームにかかる措置費の支出について(１０月分）
234,892

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設大津しらゆりにかかる措置費の支出について（８～９月分）
492,288

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成28年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（８月分）
1,032,572

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童虐待防止啓発用のぼりほか1点の買入並びに同諸経費の支出について
78,840

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（９月審査分）
17,170,369

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分）
420,760,343

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(８月分)の支出について（２回目）
934,060

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(８月分)の支出について
13,499,191

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費の支出について（９月分）
1,190,387

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（１０月分）
450,849

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(８月分)の支出について（大阪市立病院分）
4,210,710

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童入所施設等措置費の支出について（９月分事業費１０月払い）
52,981,023

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成28年度　母子・父子福祉センター大阪市立愛光会館管理運営業務にかかる委託料の支出について（第3四半期分）
26,444,500

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（９月審査分：基金）
1,885,643

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（１０月概算払分：基金）
67,792,448

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ28年７月～９月分　１回目）
27,123,500

こども青少年局 こども家庭課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阿波座センタービル管理室他空調機緊急取替工事の実施及び同経費の支出について
626,400

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（平成28年８月分）
19,017

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　魚介類買入経費の支出について（８月分）
78,886

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 阿武山学園事業用　野菜類買入経費の支出について（８月）
474,447

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料の支出について（平成28年８月分）
5,130

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（平成２８年１０月分）
2,500,000

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
25,723

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
20,000

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
17,892

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（９月分：９月１日～９月３０日）
30,650

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成28年度　阿武山学園事業用和式綿敷布団外４点　買入および同所要経費の支出について
244,296

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 三島地区中学校駅伝競走大会の参加に係る所要経費の支出について（平成28年10月16日開催分）
2,400

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿児童自立支援施設ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会監督者会議の参加について
2,740

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（１０月分）
188,100

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度阿武山学園警察非常通報装置保守点検業務委託及び同所要経費の支出について（上半期支払い分）
19,440

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（平成28年度９月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度阿武山学園本館便所清掃業務委託及び同所要経費の支出について（９月分）
24,261
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こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園向日葵寮全自動洗濯機修繕及び同所要経費の支出について
13,608

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（平成28年８月～９月分）の支出について
843,461

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（平成28年８月～９月分）の支出について
1,224,870

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（平成28年９月分）
4,982

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度　弘済中学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
2,361,270

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度　弘済小学校分校修学旅行にかかる分担金の支出について
62,670

こども青少年局 阿武山学園 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度阿武山学園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（９月分）
27,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立長谷川羽曳野学園事業用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（平成２８年８月分）
5,130

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 長谷川羽曳野学園事業用平成28年度全国児童養護施設協議会会費の納付について
78,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園入所児童の被服・日用品の購入について（１０月実施分）
125,600

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
20,590

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
18,362

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 長谷川羽曳野学園入所児童の被服・日用品の購入について（１０月実施分）
11,880

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 長谷川羽曳野学園入所児童の被服・日用品の購入について（１０月実施分）
3,420

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
19,860

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 長谷川羽曳野学園入所児童に対する生活指導訓練費の支払について(平成28年10月分）
36,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 長谷川羽曳野学園入所児童におけるインフルエンザ予防接種の実施及び同所要経費の支出について
33,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園事業用厨房控室エアコンの買入について
91,800

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立長谷川羽曳野学園給食材料の購入について（平成２８年１１月分）
1,200,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（８月分）の支出について
3,543,406

こども青少年局 運営担当 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（９月分）の支出について
1,249,615

こども青少年局 運営担当 平成28年10月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係る研修講師謝礼の支出について（平成28年９月９日実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 平成28年度スクールカウンセラー報償金（８月分）の支出について（再振替）
171,700

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月１回目）
336

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第１四半分期）の支出について
174,420

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成28年度こども相談センター事業用コピー代金の支出について（８月分）
92,330

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月１回目）
8,920

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月１回目）
80,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度南部こども相談センター事業用電話料金（８月分）の支出について（光電話通話料）
96,257

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月１回目）
6,810

こども青少年局 運営担当 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月１回目）
4,300

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年7月8日実施分）
2,260

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年9月19日実施分）
2,960

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年9月22日実施分）
5,140

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所厨房用殺菌灯（６W用）ほか３点　買入及び同経費の支出について
51,516

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 北部こども相談センター（仮称）ガス料金（９月分）の支出について
1,490

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
31,137

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（平野分室）
13,634

こども青少年局 運営担当 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用（森ノ宮・平野分室）寝具一式経費の支出について（平成２８年度８月分）
89,164

こども青少年局 運営担当 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係るスーパーバイズ経費の支出について（平成28年９月14日実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 平成28年度大阪市未成年後見人支援事業にかかる保険料の支出について（Ｎｏ.３）
4,560

こども青少年局 運営担当 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年9月27日実施分）
2,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（７月分）の支出について
506,019

こども青少年局 運営担当 平成28年10月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 北部こども相談センター（仮称）電気料金（９月分）の支出について
238,403

こども青少年局 運営担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（支援方策の見立て　第３回）
88,640

こども青少年局 運営担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（９月27日実施分）
49,572

こども青少年局 運営担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年9月28日実施分）
2,780
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こども青少年局 運営担当 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成28年度学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会への参加にかかる所要経費の支出について（平成28年9月29日実施分）
28,840

こども青少年局 運営担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年9月26日実施分）
37,260

こども青少年局 運営担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用朝日新聞の買入経費の支出について（平成28年７月～平成28年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用産経新聞の買入経費の支出について（平成28年７月～平成28年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター事業用　一時保護所事業用　食品添加物殺菌料スプレーボトルほか3点 買入及び同経費の支出について
288,090

こども青少年局 運営担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分肉・肉加工品）
500,013

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託経費の支出について（９月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 こども相談センター通訳ボランティア経費の支出について（９月29日実施分）
3,400

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年10月4日実施分）
4,520

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームC)業務委託契約にかかる支出について（平成28年９月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームA外１０区分）業務委託契約にかかる支出について（平成28年９月分）
6,854,852

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成28年９月分）
2,158,978

こども青少年局 運営担当 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
36,396

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（９月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度児童相談システム機器等（平野分室）借入経費の支出について（９月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.013）
1,282,260

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度教育相談事業ケース検討会議の講師謝礼の支出について（心理療法　第2回）
29,520

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分魚介類）
457,844

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センターにおける臨床検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
52,876

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター非常通報装置保守点検業務の支出について（平成２８年４月～９月分）
19,440

こども青少年局 運営担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器（追加分）借入経費の支出について（９月分）
13,932

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用読売新聞の買入経費の支出について（平成28年７月～平成28年９月分）
12,111

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター壁紙外7点買入の支出について
40,500

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター事業用毎日新聞外１点の買入経費の支出について（平成28年７月～平成28年９月分）
25,638

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川水道料金（１０月請求分）の支出について
1,522

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 北部こども相談センター（仮称）水道料金（１０月分）の支出について
1,512

こども青少年局 運営担当 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入及び同経費の支出について（９月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター事業用単行本外2点の支出について
18,617

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター事業用ジュニアシート外2点の支出について
74,520

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター　一時保護所事業用　女児下着 買入及び同経費の支出について
3,024

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について（９月分）
58,860

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 平成２８年度南部こども相談センター事業用ジュニアシート外2点の支出について
96,120

こども青少年局 運営担当 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 平成２８年度南部こども相談センター事業用単行本外2点の支出について
16,974

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成28年度９月分）
19,110,100

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（10月11日実施分）
22,900

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（９月分）の支出について
326,020

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（９月分）の支出について
186,300

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うＰＰソフトカードケース外１５点買入及び同所要経費の支出について
220,687

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うミーティング用テーブルほか５８点買入及び同所要経費の支出について
6,985,116

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分業務用調味料類・米類）
469,345

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分パン類）
203,893

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分一般調味料類・菓子類）
731,451

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター用賄材料の買入にかかる支出について（８月分野菜類・果物類・だし類）
1,010,804

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　広告料 大阪市里親制度普及啓発事業用ポスター掲出料の支出について
71,280

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター自動ドア保守点検業務委託料(7～9月分)の支出について
53,460

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成28年9月分）の支出について
997,380
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こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター構内電話交換設備保守点検業務委託料(7～9月分)の支出について
169,776

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成28年9月分）の支出について
2,162,160

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター事業用自動車のリース（長期契約）について（９月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うミーティング用テーブルほか５８点買入及び同所要経費の支出について
2,181,924

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年10月7日実施分）
2,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う新版Ｋ式発達検査２００１検査用具外５６点買入及び同所要経費の支出について
917,913

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月２回目）
216

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月２回目）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター（平野分室）事業用ガス料金（平成28年９月分）の支出について
122,896

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度大阪市北部こども相談センター（仮称）昇降機保守点検業務の実施及び同所要経費の支出について（８月分）
66,960

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料（平成28年9月分）の支出について
559,200

こども青少年局 運営担当 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月２回目）
1,500

こども青少年局 運営担当 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成28年10月7日実施分）
12,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（９月分）の支出について（児童虐待防止対策（虐待通告新規増設分）携帯電話使用料）
3,794

こども青少年局 運営担当 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 平成28年度大阪市未成年後見人支援事業にかかる保険料の支出について（Ｎｏ.４）
9,120

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.014）
2,342,970

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 児童虐待にかかる区との合同研修の実施及び同所要経費の支出について（10月６日実施分）
19,220

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度第1回教育相談事業推進会議の講師謝礼の支出について
77,935

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係る職員研修講師謝礼経費の支出について（10月12日実施分）
14,200

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う心理検査用具（ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査コンプリートセット）外２７点買入及び同所要経費の支出について
839,154

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う箱庭療法用具（メルコムグットセット）外５２点買入及び同所要経費の支出について
312,255

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う受付窓口用カーテン外１点買入及び同所要経費の支出について
37,260

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うビデオカメラほか２３点買入及び同所要経費の支出について
496,476

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う軟式テニスボール外５６点買入及び同所要経費の支出について
129,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う収納ケースほか５点買入及び同所要経費の支出について
30,240

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こどもセンター開設に伴う注射台外８点買入及び同所要経費の支出について
115,841

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う各階案内板（アルミフレーム）買入及び同所要経費の支出について
69,120

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月前半分）
26,438

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月前半分）
11,280

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市北部こども相談センター(仮称）機械警備業務委託の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
45,900

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月前半分）
1,200

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 平成２８年度南部こどもセンター開設に伴う注射台外８点買入及び同所要経費の支出について
120,679

こども青少年局 運営担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うビデオカメラほか２３点買入及び同所要経費の支出について
571,428

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
65,012

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（９月分）の支出について
3,100

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係るスーパーバイズ経費の支出について（平成28年10月12日実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うゴム印ほか４点買入及び同所要経費の支出について
7,776

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う自転車外２点買入及び同所要経費の支出について
62,176

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こどもセンター開設に伴うボールハウス（ボール１０００個付き）買入及び同所要経費の支出について
25,488

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴うデーター印外７２点買入及び同所要経費の支出について
30,348

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う案内用シール買入及び同所要経費の支出について
27,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月前半分）
30,000

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（９月分）の支出について
3,126,315

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
141,572

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用電話料金（１０月分）の支出について（光IP電話通話料）
611,423

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成28年度こども相談センター及びこども相談センター平野分室白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（９月分）
29,527

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　損害保険料 南部こども相談センター診療所医師賠償責任保険料の支出について
40,312
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こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成２８年度南部こども相談センター開設に伴う運搬等業務委託及び同所要経費の支出について
321,840

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（８月分）の支出について
106,260

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年10月前半分）
1,610

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（１０月分）
403,120

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターの管理費の支出について（１０月分）
782,600

こども青少年局 運営担当 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　分担金 もと香蓑子どもの家での教育相談事業（サテライト西淀川）の実施にかかる管理経費の支出について
68,472

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員９月研修会に係る所要経費について（講師謝礼）
19,840

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員９月研修会に係る所要経費について（講師謝礼）
31,140

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度こども・子育て支援事務センター　賃借料　１０月分について
112,360

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成２８年８月分市内出張等旅費にかかる支出について
23,577

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育・保育施設等職員10月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,400

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市民間保育所等整備費補助事業にかかる補助金額の確定について（あゆみ東保育園）
141,082,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市認定こども園こどものための教育・保育給付費（９月分）の支出について（東大阪市：鴻池学園幼稚園）
2,287,884

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
3,250,047,680

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
42,717,556

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
305,872,150

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
361,692,320

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 市立幼稚園運営用ソフト積木外１点の購入にかかる経費の支出について
847,103

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議　認可・確認部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第２，３回）
195,036

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第２，３回）
195,036

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議　認可・確認部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第２，３回）
2,940

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第２，３回）
2,300

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育・保育施設等職員10月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,400

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（東住吉区１回目追加）
4,723,280

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（大正区：１回目）
4,182,160

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（城東区：１回目追加）
1,899,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（福島区：1回目追加）
5,749,040

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（住之江区：１回目追加）
8,362,280

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員９月研修会に係る所要経費について（講師謝礼）
42,200

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員９月研修会に係る所要経費について（講師謝礼）
15,980

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員９月研修会に係る所要経費について（講師謝礼）
13,800

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育・保育施設等職員10月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
18,050

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 もとこども文化センター機械警備業務委託契約にかかる経費の支出について（９月分）
30,240

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 平成28年度こども青少年局所管施設簡易専用水道定期検査業務委託契約経費の支出について
19,440

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について（９月分）
14,796

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成28年度市内出張交通費の支出について（６・７月分）（口座振替不能分）
1,560

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 保育所等感染症対策セミナー参加に係る所要経費の支出について（参加費）
6,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第18回大阪保育子育て人権研究集会に係る所要経費の支出について（会費）
72,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育企画課事務用　回転式ロットガード外20点の買入及び同諸経費の支出について
50,328

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所入所事務、保育料徴収事務用「保育料納付書郵便局取扱用（A4カット）」ほか５点の印刷にかかる所要経費の支出について（全３回/２回目）
189,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度の保育所入所関係帳票（福祉五法システム）裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（全１２回/６回目）
104,361

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間保育所等整備補助事業にかかる補助金額の確定につい（愛和保育園　（社会福祉法人　愛和保育園）
227,892,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度全国国公立幼稚園・こども園長会及び大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会にかかる経費の支出について
466,800

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市特定教育・保育施設等運営補助金の支出について（港区：１回目口座振替不能再支出分）
2,615,400

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 平成２９年度市立幼稚園園児募集ポスター作成及び所要経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大江幼稚園用地借入経費の支出について（上半期分）
3,527,640

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育・保育施設等職員10月研修会に係る所要経費の支出について（会場費）
19,050
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こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
133,750

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市認定こども園こどものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について（東大阪市：鴻池学園幼稚園）
2,250,348

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
1,044,910

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
4,906,920

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（１０月分）の支出について
19,744,394

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度　保育所等における地域子育て支援強化研修会に係る所要経費の支出について（会費）
3,000

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
81,265

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
2,440

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成28年９月分）
520,611

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第５回大阪市こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会の筆耕翻訳に係る経費の支出について
19,956

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員10月研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
29,840

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度こども・子育て支援事務センター　賃借料　１１月分について
112,360

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 第２回大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議の実施に係る選定委員報酬の支払いについて
66,772

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 第３回大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議の実施に係る選定委員報酬の支払いについて
66,892

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 第1回大阪市立幼稚園民間移管予定者選定会議の実施に係る選定委員報酬の支払いについて
82,415

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成28年度市立幼稚園非常通報装置にかかる保守点検業務委託経費の支出について（上半期分）
1,049,760

こども青少年局 保育企画課 平成28年10月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（平成28年度過年度調定分）の還付について（９月分）
1,224,200

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 １０月３日支出分　所外保育にかかる普通旅費・其他扶助金の支出について（１０月４～１０月７日）１０月１週
256

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月３日支出分　所外保育にかかる普通旅費・其他扶助金の支出について（１０月４～１０月７日）１０月１週
3,460

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 天下茶屋保育所４歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
68,688

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 茨田第１保育所１歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
19,116

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 八幡屋保育所２歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
19,197

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鯰江保育所３歳児及び４歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
109,517

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 瓜破保育所２歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
7,236

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 日之出保育所ゆとりの広場空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
13,176

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度市立保育所機械警備業務（その２）委託の所要経費の支出について（８月分）
82,944

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 １０月１１日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（１０月１２～１０月１４日）１０月２週
13,596

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月１１日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月１２～１０月１４日）１０月２週
61,885

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１１日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月１２～１０月１４日）１０月２週
3,000

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（8月分）
146,856

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 鷹合保育所２歳保育室空調機緊急取替工事に係る所要経費の支出について
384,480

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成28年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム8月分）の支出について
436,050

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 鷹合保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
11,988

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 佃保育所　外７か所プール組立及び解体業務（概算契約）の支出について
593,006

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立浪速第5保育所におけるスズメバチ等駆除業務委託の実施及び同所要経費の支出について
63,936

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 四貫島仮設保育所園舎設置に係る物置買入に係る所要経費の支出について
262,440

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 １０月１７日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（１０月１８～１０月２１日）１０月３週
24,258

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月１７日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月１８～１０月２１日）１０月３週
85,913

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（９月分）
1,134,567

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（９月分）
763,393

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月１７日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月１８～１０月２１日）１０月３週
37,800

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託料（８月開催分）の支出について
19,864

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 高見町保育所調理室空調機緊急取替工事に係る所要経費の支出について
486,000

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備７５台にかかる保守点検業務委託の所要経費の支出について（上半期分）
81,648

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 北加賀屋保育所ほか１か所自動ドア設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
17,496

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立保育所非常通報装置設備７５台にかかる保守点検業務委託の所要経費の支出について（上半期分）
938,952

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 松之宮保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
102,708
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こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 森小路保育所ほか２か所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
568,620

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度　保育所運営事業委託料の支出について（１０月分）
330,144,735

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 長吉第１保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
257,580

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 南大江保育所エレベーター設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（第２四半期分）
162,000

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２８年８月分）
65,160

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
239,518

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用トイレットペーパー外１６点の購入及び同経費の支出について（１回目）
8,130,896

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 万領保育所ほか１か所ポータブルアンプ修繕の実施及び同所要経費の支出について
138,888

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 鯰江保育所ほか１か所ポータブルアンプ及びマイクロホン修繕の実施及び同所要経費の支出について
68,364

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 東小橋保育所外１か所ポータブルアンプ及びワイヤレスマイク修繕の実施及び同所要経費の支出について
79,704

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　給湯器(苅田南保育所)の購入及び同経費の支出について
93,960

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 １０月２４日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（１０月２５～１０月２８日）１０月４週
10,804

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 市立保育所における実費徴収にかかる補足給付費の支出について(10月支払分)
59,596

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月２４日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１０月２５～１０月２８日）１０月４週
30,856

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 森小路保育所５歳保育室空調機緊急取替工事費に係る所要経費の支出について
486,000

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月２４日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１０月２５～１０月２８日）１０月４週
16,900

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 日之出保育所外１か所プールろ過装置保守点検の実施及び同所要経費の支出について
86,400

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　印刷製本費 発達支援プログラム冊子の印刷および同経費の支出について
211,680

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか２６点の購入および同経費の支出について
379,884

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 中川保育所消防用設備等点検業務の実施及び同所要経費の支出について（総合点検１０月実施分）
53,730

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 梅本保育所調理室食器消毒保管庫点検作業の実施及び同所要経費の支出について
25,920

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議実施経費の支出について
841,980

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス鋳物コンロ(三重)の購入および同経費の支出について
152,280

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 加美第１保育所２歳保育室空調機緊急取替工事費に係る所要経費の支出について
490,320

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 鷹合保育所調理室空調機緊急取替工事費に係る所要経費の支出について
518,400

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（南エリア）の所要経費の支出について（９月分）
200,880

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について（９月分）
239,058

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について（９月分）
249,480

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の所要経費の支出について（９月分）
247,968

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（１０月分）
266,820

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　新規工事費 南津守保育所園舎整備にかかる舗装撤去工事の実施及び同所要経費の支出について
825,120

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 補償、補填及賠償金　補償金 南津守保育所新設工事に伴う架空配電線路の移転に係る補償金の支出について
141,389

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 １０月３１日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（１１月１～１１月４日）１０月５週
7,378

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費支払いについて（7.8月追加分）
5,600

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（9月分）
114,405

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 １０月３１日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（１１月１～１１月４日）１０月５週
45,071

こども青少年局 保育所運営課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 １０月３１日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（１１月１～１１月４日）１０月５週
1,960

環境局 環境管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－４・公害パトロール用・８月分）
4,132

環境局 環境管理課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－２・公害パトロール用・８月分）
3,173

環境局 環境管理課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・８月分）
2,482

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成28年度8月分）
11,076

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立三国センター給水管等修繕に係る経費の支出について
73,440

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目／全２回）
242

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目／全２回）
1,500

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目／全２回）
5,500

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目／全２回）
4,800

環境局 環境管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、１回目／全２回）
500
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環境局 環境管理課 平成28年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
16,156

環境局 環境管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用平成28年度淀川水質汚濁防止連絡協議会会費の支出について
6,700

環境局 環境管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成２８年　８月分）
14,340

環境局 環境管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　環境影響評価用）
3,640

環境局 環境管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　８月分
9,813

環境局 環境管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料金費用の支出について　８月分
2,970

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
324

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト対策用デジタル粉じん計ほか１点の購入に係る経費の支出について
141,372

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,064

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
100

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
300

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
250

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
250

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 アスベスト対策用デジタル粉じん計ほか１点の購入に係る経費の支出について
495,720

環境局 環境管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（９月分）
3,470

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：9月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用：平成28年11月分）
4,670,190

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：11月分）
129,600

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月21日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（9月6日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 環境法規総覧追録購入及び費用の支出について（環境管理部一般事務用：第2回中間払い）
45,100

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成２８年８月分）
37,116

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立西中島センター出入口扉交換に係る経費の支出について
385,560

環境局 環境管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 産業廃棄物情報管理システム用プリンタートナーの買入経費の支出について
39,139

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：9月分）
456,285

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　事務連絡用）
1,280

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（9月分　事務連絡用）
14,031

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 平成28年度環境モニタリング技術研修に係る旅費の支出について（一般事務用）
29,760

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（９月分　環境管理部　一般業務用）
3,217

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ親局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（９月分）
217,404

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（９月分）
76,140

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用今里交差点局不動産賃貸借に係る経費の支出について（第２四半期）
285,768

環境局 環境管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（９月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、２回目／全２回）
1,700

環境局 環境管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、２回目／全２回）
4,200

環境局 環境管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（９月分、２回目／全２回）
200

環境局 環境管理課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南西部環境保全監視グループ市内出張交通費（事務連絡用、平成28年９月分）の支出について
1,300

環境局 環境管理課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出について（９月分）
42,984

環境局 環境管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報酬　其他委員等報酬 環境影響評価専門委員会（9月29日開催）委員報酬及び交通費の支出について（環境影響評価）
249,704

環境局 環境管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　費用弁償 環境影響評価専門委員会（9月29日開催）委員報酬及び交通費の支出について（環境影響評価）
8,060

環境局 環境管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　自動車騒音面的評価システム機器一式　借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）平成28年９月分
3,240

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成28年度9月分）
8,952

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）【西部環境保全監視グループ】
50

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
500

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）【西部環境保全監視グループ】
1,600
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環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
200

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）【西部環境保全監視グループ】
4,000

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
200

環境局 環境管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）【西部環境保全監視グループ】
300

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ＡＴＣ）庁舎電話料金の支出について（平成２８年９月分・庁舎管理用）
57,142

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 北部環境保全監視グループ市内等出張交通費（事務連絡用、７月分）の支出について
320

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 北部環境保全監視グループ市内等出張交通費（事務連絡用、９月分）の支出について
1,020

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（９月分）
420

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（９月分）
1,680

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用二酸化硫黄標準ガスほか１点買入に係る経費の支出について
282,042

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 大気汚染常時監視用今里交差点局の電気料金に係る経費の支出について(第２四半期分)
62,135

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 大気汚染常時監視用光回線1回線使用に係る経費の支出について（親局：9月分）
8,607

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線2回線の使用に係る経費の支出について（9月分）
14,622

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市環境影響評価専門委員会（全体会）の会議録書き起こし業務委託料の支出について
14,040

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 環境データ処理システム用平成28年度環境データ処理システム運用保守業務委託に係る経費の支出について（第２四半期）
832,937

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）平成28年度大阪市立西三国センターほか７施設の管理業務に係る経費の支出について（第３四半期分）
3,158,230

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
1,600

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
600

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
200

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
1,600

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入に係る経費の支出について（９月分）
90,504

環境局 環境管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス駐輪場の賃借料（環境保全監視運営用）の支出について（１０月分）
2,000

環境局 事業管理課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドレンクリーナ用ワイヤほか８点の購入（し尿流注業務用）（施設維持管理用）の支出について
7,236

環境局 事業管理課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドレンクリーナ用ワイヤほか８点の購入（し尿流注業務用）（施設維持管理用）の支出について
313,578

環境局 事業管理課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ整備用）の支出について　　（８月分）
954,498

環境局 事業管理課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（8月分）
9,817,920

環境局 事業管理課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　自動扉修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
154,440

環境局 事業管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（８月分）
115,973

環境局 事業管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（8月分）
10,530,000

環境局 事業管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポリエチレン製ごみ袋買入経費（清掃ボランティア用）の支出について
1,289,520

環境局 事業管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（８月分）
197,227

環境局 事業管理課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（８月分）
15,813,941

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
1,320

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
6,110

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成28年8月分）
2,026

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター防災設備表示灯取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
59,400

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（８月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
259,468

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
334,667

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
280,979

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（８月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数カードの購入経費の支出について（斎場事業運営用及び指定管理業務履行検収用）
30,000

環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
379,645

環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
4,190,103

環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
8,943,915

環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
21,363,435
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環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
22,435,326

環境局 事業管理課 平成28年10月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（８月分）
20,217

環境局 事業管理課 平成28年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
442,691

環境局 事業管理課 平成28年10月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
88,291

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用）の支出について（８月分）
97,602

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター機械警備機器一時撤去及び再設置業務委託費（施設維持管理用）の支出について
84,240

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・東部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（８月分）
431,788

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）平成２８年８月分
20,023

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成２８年度無縁仏慰霊祭及び大阪市戦災犠牲者慰霊祭業務委託にかかる経費（霊園事業）の支出について
476,280

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 負担金、補助及交付金　負担金 瓜破斎場デジタルトランシーバー使用に係る電波利用料の支出について（斎場事業運営用）
8,100

環境局 事業管理課 平成28年10月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
8,800

環境局 事業管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
441,288

環境局 事業管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
78,624

環境局 事業管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ量集計用ごみ搬入スケールカード及びスケールカード送付書等印刷経費の支出について
1,302,447

環境局 事業管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
6,976

環境局 事業管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
483

環境局 事業管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成28年8月郵便局分　廃棄物処理事業用）
418,943

環境局 事業管理課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（北部センター）
479,088

環境局 事業管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,134

環境局 事業管理課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西南環境事業センター排水処理設備自動弁取替ほか修繕費（施設維持管理用）の支出について
334,800

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター女性用衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
123,120

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成28年9月分　ごみ量集計用）
327,203

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計システム運用・保守委託経費の支出について（平成28年9月分　ごみ量集計用）
123,984

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成28年9月分　ごみ量集計用）
38,102

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（９月分）
53,460

環境局 事業管理課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 備品購入費　機械器具費 大阪市立北斎場発電機始動用蓄電池購入経費の支出について
391,716

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東部環境事業センター５階機械室給湯循環ポンプ取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
291,600

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター整備棟詰所空調機修繕費（施設維持管理用）の支出について
51,840

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,740,700

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,251,510

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,852,500

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
2,952,120

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,682

環境局 事業管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用９月分）
32,400

環境局 事業管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 カロート入替業務委託にかかる経費の支出について（泉南メモリアルパーク整備用）（９月分）
139,104

環境局 事業管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成28年９月分）
20,804,000

環境局 事業管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（9月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園ほか４霊園）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成28年９月分）
3,995,400

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター自火報感知器取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
74,520

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,640,950

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,763,610

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
2,897,100

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
5,009,670

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
2,970,000

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
3,233,100

環境局 事業管理課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（９月分）
4,027,050
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環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（８月分）
8,949

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 城北粗大ごみ中継地ホイルローダの修繕にかかる経費の支出について（粗大ごみ中継地運営用）
285,347

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成28年9月分　廃棄物処理事業用）
1,380

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成28年9月分　廃棄物処理事業用）
155,827

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 中部環境事業センター空調機修繕見積手数料費（施設維持管理用）の支出について
11,988

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（８月分）
64,800

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成28年9月分　粗大ごみ処理手数料収納用）
125,787

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（9月分）
4,162,320

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（８月分）
479,470

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（８月分）
4,188,270

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（平成28年9月分）
1,282

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
15,018

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
13,970

環境局 事業管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手ほか１点の購入費用の支出について（斎場事業運営用）
69,600

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（９月分）の支出について
158,205

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　河川事務所機械警備業務委託経費の支出について（水面清掃事業用）（第２四半期分）
45,360

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　建物修繕料 瓜破斎場　市民休憩室エアコンNo1室外機修繕経費の支出について（斎場事業運営用）
430,920

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用１０月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用１０月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
26,851,700

環境局 事業管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用９月分）
16,096,820

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,466

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（職員衛生用）の購入経費の支出について
49,507

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
864

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,080

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,500

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 燃料費給油カード給油分（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
28,508

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（９月分）
8,920

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
93,359

環境局 北部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（都島区再振込分）
67,600

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（28．8月中継地分）
93,729

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（28．8月分）
1,405,944

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（28.8月分）
636,336

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯の購入に係る経費の支出について（庁舎管理用）
27,432

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　28年8月分市内等出張交通費の支出について
15,607

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区コミュニティ回収促進モデル事業用初期活動支援金の支出について
60,000

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年9月分）
950

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年9月分）
4,490

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（28年9月分）
1,200

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（東淀川区再振込分）
65,565

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（28年9月分）
540

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・10月分）
14,018

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・9月分）
330,706

環境局 東北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（淀川区再振込分）
123,415

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年８月分）
1,405,944

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年８月分）
1,272,672

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年８月分）
20,438
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環境局 城北環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
88,370

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用消しゴム買入経費の支出について
79,169

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２８年８月分）
6,270

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（９月分）
24,343

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（９月分）
46,437

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（９月分）
892,443

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ダブルクリップほか１５点購入経費の支出について
35,340

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（旭区再振込分）
154,668

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
2,160

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
6,030

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
5,700

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
1,650

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
4,002

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
216

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分）
300

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
105,546

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年９月分）
636,336

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第２四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年９月分）
1,405,944

環境局 城北環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２８年９月分）
271,670

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（８月分）
636,336

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
1,020,999

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター庁舎内害虫駆除業務委託経費の支出について（庁舎管理用）
30,240

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（７月分）の支出について
29,230

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 危険物取扱者試験受験手数料の支出について（安全衛生用）
3,530

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（１０月分）
28,155

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（９月分）
463,757

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
5,594

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
5,803

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,240

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
4,233

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について　(減量美化)　(９月分)
3,891

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（此花区再振込分）
10,160

環境局 西北環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（西淀川区再振込分）
15,320

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２８年８月分
636,336

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所　懸垂式給油機ポンプ等整備修繕費(施設維持管理用)の支出について
247,428

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２８年８月分）
5,460

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２８年８月分
468,648

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２８年８月分
54,882

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 平成２８年度　安全運転管理者講習手数料の支出について（安全衛生用）
4,500

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 中央区エコクッキング教室開催に伴う講師謝礼金について（普及啓発用）
38,960

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 クリアフォルダー（Ａ４）ほか４点の購入費の支出について（普及啓発用）
15,984

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１点購入経費の支出について（職員衛生用）
90,374

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
1,058

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
1,000

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
710

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
7,000

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
22,277
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環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成２８年９月分
273,817

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（１０月分）
21,200

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２８年１０月分
4,946

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（９月分）
382,255

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 エレベーター保守点検業務委託経費（庁舎管理用）の支出について（第２四半期分）
158,112

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成28年9月分)
9,320

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
636,336

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
468,648

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３４～４２号）の支出について　（平成２８年９月分）
4,813

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第３４～４２号）の支出について　（平成２８年９月分）
7,377

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
77,225

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第３４～４２号）の支出について　（平成２８年９月分）
1,600

環境局 中部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車ホース購入経費の支出について　(施設維持管理用)
70,632

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
937,296

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器ほか１点購入経費の支出について（運転職員の呼気検査用及び庁舎管理用）
82,814

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
1,379

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター内害虫駆除業務委託料（庁舎衛生用）の支出について
35,594

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費（一般事務用）の支出について
75,297

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,598

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
10,063

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
630

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,050

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
432

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,100

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作業用ホースほか３点購入経費（資源ごみ中継施設維持管理用及び車両管理用）の支出について
34,873

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（９月分）
273,817

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（10月分）
13,262

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（９月分）
688,500

環境局 西部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（９月分）
1,120

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 車両用　固形洗車ワックスほか３点の購入経費の支出について
56,052

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（8月分）
937,296

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（8月分）
636,336

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
206,764

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（8月分）
36,121

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 施設管理用　東部環境事業センター　給油機給油ノズルホース等修繕経費の支出について
159,106

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用　アルコール探知機購入経費の支出について
36,720

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度生野交通安全協会会費の支出について
15,000

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）９月分
377,611

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）10月分
20,973

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,804

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第2四半期分
111,981

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,138

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,490

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
6,930

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,780

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,000

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（生野区再振込分）
82,840
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環境局 東部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
200

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（９月分）
7,468

環境局 東部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
184,516

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　害虫駆除業務委託及び同経費の支出について（庁舎管理用）
69,120

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ（６色パック）ほか７点購入経費の支出について（普及啓発事業用）
63,828

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修用等７月分）
11,810

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
2,700

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
13,975

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,340

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
2,350

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
200

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年10月分　工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）
19,904

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　9月分下水道料金の支払いについて（庁舎管理用）
367,626

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について　第二四半期分　（一般事務用）
83,036

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成28年9月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
636,336

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成28年9月 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
937,296

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成28年9月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
386,972

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（住吉区再振込分）
35,540

環境局 西南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（住之江区再振込分）
80,900

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
14,300

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(8月広域分)[自動車整備用]
17,820

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(8月分)［自動車整備用］
3,425,939

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
1,068,895

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
522,177

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（８月分）
624,864

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）[８月分]
123,660

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
813,053

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
97,785

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
1,853,494

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
1,897,812

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
306,038

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（8月分）［自動車整備用］
466,164

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
46,200

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（８月分：単価契約）
31,666

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（１０月分）
1,293,300

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 特定衣料の展示提供用防虫剤の購入経費の支出について
17,280

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ベアリンググリスほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
99,360

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車）法定検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
248,400

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備（その２）に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
118,260

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（上半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（８月分）
77,436

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（上半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（７月分）
67,500

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 （庁舎清掃用）洗濯用洗剤ほか2点購入の経費の支出について
21,816

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
129,600

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（上半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
34,020

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）及び　軽自動車　法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
32,965

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）９月分
178,200

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車工学（書籍）の買入経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)[９月発行分]
690
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環境局 南部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（マツダ車 胞衣）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）：９月分
22,200

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）：９月分
58,800

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）９月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）：９月分
73,800

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 研磨ベルト＃１ほか１５点の買入経費の支出について（自動車整備用）
342,792

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター整備棟衣類乾燥機修繕経費の支出について（職員衛生用）
69,120

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物自動車法定点検整備経費の支出について（自動車整備用）９月分
106,920

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイルの購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
154,872

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用水性防錆塗料の買入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
34,020

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（上半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
154,872

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（９月分）
84,002

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（１０月分）
17,042

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備（その２）に係る経費の支出について（自動車整備用）10月分
118,260

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 固定電話（ＮＴＴファイナンス）使用料金（１０月請求分）の支出について
55,132

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２８年度　整備主任者技術研修の受講に係る経費の支出について（自動車整備用）
26,508

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（９月分）
14,299

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（９月分：単価契約）
78,440

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（阿倍野区再振込分）
31,217

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 資源集団回収団体への報奨金等の支出（減量美化推進事業用）について（西成区再振込分）
43,470

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(9月分)［自動車整備用］
67,068

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
220,320

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
189,540

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）９月分
57,400

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 スピンナハンドルほか６０点の買入並びに同経費の支出について（じん芥収集自動車整備用）
1,177,880

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 塵芥収集自動車修理（ハイブリッド用バッテリー交換）に係る経費の支出について(塵芥収集自動車整備用)
1,783,512

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備（その２）に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）１０月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（９月分）
6,360

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
163,620

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
3,108

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（９月分）
355,968

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
336,653

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
2,052

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
266,888

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
55,883

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（9月分）［自動車整備用］
640,332

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
864

環境局 南部環境事業センター 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（９月分）
2,700

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 ３階女子便所換気扇修繕費（施設維持管理用）の支出について
107,460

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用８月分）の支出について
20,280

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液ほか１点（安全衛生用）購入経費の支出について
55,728

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 台車ほか１０点（一般事務用）購入経費の支出について
30,045

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 固定電話及びＦＡＸ（ＮＴＴ西日本）料金（１０月分）の支出について
43,678

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,345

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
8,186

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
820

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,000

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（９月分）
840,014
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環境局 東南環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（９月分）
23,188

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（９月分）
15,647

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分
65,991

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
937,296

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（９月分）
636,336

環境局 東南環境事業センター 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用１０月分）の支出について
840,292

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）８月分
2,130,244

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）８月分
34,560

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
2,376

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
5,340

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（許可業者管理用）９月分
111,132

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２８年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施にかかる経費の支出について（許可業者指導用）９月分
78,624

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）９月分
13,394

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）９月分
118,800

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）９月分
286,637

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 特定建築物減量啓発用リーフレットの印刷経費の支出について（減量指導事務用）
194,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成28年度特定建築物管理システム保守にかかる業務委託経費の支出について（減量指導事務用）9月分
43,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／平成28年９月分）
7,700

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 平成28年度大都市清掃事業協議会事業系一般廃棄物担当課長会議にかかる管外出張旅費の支出について（一般事務用）
50,840

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度分　作業対象名簿管理システム改修業務委託経費の支出について
420,120

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（平成２８年９月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 賞状額（Ａ４）ほか９点の購入経費の支出について（減量指導事務用）
92,502

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 表彰楯の購入経費の支出について（減量指導事務用）
114,912

環境局 一般廃棄物指導課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　印刷製本費 市長表彰用感謝状ほか６点の印刷経費の支出について（減量指導事務用）
162,594

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(平成28年度第1回資源循環担当者会議用)
2,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用結束バンドほか１１点購入経費の支出について
233,685

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区廃棄物減量等推進員委嘱式・研修会会場使用料の支出について（平成28年9月9日開催分）
18,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る入札前立入検査）
4,560

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用市営交通回数カード購入経費の支出について
90,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その３）費用の支出について（資源ごみ中継地運営用）９月分
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（ベール品質調査立会用）
32,240

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（西淀２号ほか１台）の修理費用の支出について
258,433

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用鶴見区民まつり（平成28年9月11日）一部負担協力金の支出について
9,400

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る入札前立入検査）
8,740

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用）９月分
7,020

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用）９月分
63,180

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分)
6,736

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分)
9,654

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分)
4,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年9月分)
1,045

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第3回）の支出について（拠点回収事業用）
399,686

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成２８年８月分)
14,190

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成28年9月分）
3,552

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成28年9月分）
725,485

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成28年9月分）
8,446

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成28年9月分）
14,924

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（西北１号）の修理費用の支出について
92,070
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環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 資源ごみ中継地運営用ショベルローダー（東南２号）の修理費用の支出について
14,580

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用）９月分
24,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市不法投棄廃家電運搬業務委託（９月分）の経費の支出について（廃家電再商品化事業用）
81,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その１）費用の支出について（資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用）９月分
40,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用西淀川区民まつり（平成28年9月17日）一部負担協力金の支出について
5,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用東淀川区民まつり（平成28年9月18日）一部負担協力金の支出について
6,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続費用の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）９月分
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続費用の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）９月分
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成28年9月分）
1,252

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成28年9月分）
5,238

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（住之江３号）の修理費用の支出について
72,576

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用都島区民まつり（平成28年9月24日）一部負担協力金の支出について
14,520

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　手数料 不法投棄された家電リサイクル法対象品目の再商品化等料金（9月分）の支出について（廃家電再商品化事業用）
79,120

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用西淀川区廃棄物減量等推進員委嘱式・研修会（平成28年9月27日西淀川区民会館）講師謝礼金の支出について
11,440

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用此花区廃棄物減量等推進員委嘱式・研修会（平成28年9月29日此花区民ホール）講師謝礼金の支出について
11,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ごみ減量キャンペーン用コットンバックほか２点買入経費の支出について
677,808

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（９月分）の支出について（資源化事業用）
579,031

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用港区民まつり(平成28年10月9日開催)会費の支出について
17,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 平野容器包装プラスチック中継施設監視室空調機修繕費用の支出について（容プラ中継施設運営用）
214,164

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,097,877

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,040,417

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
5,223,048

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,842,821

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 地域住民との連携によるごみ減量事業用ごみ減量フェスティバル「ガレージセール・イン・ＯＳＡＫＡ　ＴＯＷＮ」会場設営等（物品借入を含む）業務委託経費の支出について
808,920

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（舞洲中継施設）にかかる９月分費用の支出について
1,346,194

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,973,454

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
7,391,403

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
8,380,223

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
10,313,892

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その３）費用の支出について（資源ごみ中継地運営用）１０月分
8,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる９月分費用の支出について（資源化事業用）
6,811,927

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる９月分費用の支出にいて（資源化事業用）
5,561,816

環境局 家庭ごみ減量課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 市民啓発用中央区民まつり（H28.10.16開催）一部負担金の支出について
20,000

環境局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 ポリ袋の購入経費の支出について（庁舎管理用）
41,040

環境局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
23,157

環境局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用）（平成28年８月分）
372,371

環境局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 法規集追録購入経費（事務参考用）について
44,013

環境局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 「平成28年熊本地震」災害廃棄物処理支援に関する新幹線チケット手配等業務委託にかかる通信運搬費の支出について（廃棄物処理事業用）
1,845,300

環境局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（平成28年９月分）
10,800

環境局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（７～９月分）の支出について
21,857

環境局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成28年度　環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（庁舎管理用　第２四半期分）
630,234

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　産経新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　朝日新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成28年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成28年９月分）
672,290

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（平成28年９月分）
3,316

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,200

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成28年11月分）
54,000
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環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成28年11月分）
97,100

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成28年11月分）
16,393,968

環境局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（平成28年11月分）
178,200

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
25,638

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　読売新聞（第２四半期分）
12,111

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　大阪市役所設置分
2,094

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　斎場霊園設置分
164,558

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　総務課（12階）設置分
62,635

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 モノクロデジタル複合機使用料の支出について（一般事務用）第２四半期分　総務課設置分
240,329

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成28年９月分）
76,950

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（平成28年９月分）
370,780

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（平成28年９月分）
1,471,557

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　借入及び同経費の支出について（一般事務用）（平成28年９月分）
28,587

環境局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購読経費の支出について　日経・毎日新聞（第２四半期分）
13,527

環境局 企画課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業にかかる建設委託料の支出について（上半期分）（焼却処理事業用）
9,974,000

環境局 企画課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成28年９月分）
4,370

環境局 企画課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合分担金の支出について（第3四半期分）（廃棄物焼却処理事業用）
1,661,213,000

環境局 職員課 平成28年10月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成28年8月分・一般事務用)
26,430

環境局 職員課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 書籍の購入経費の支出について(安全衛生用)
19,008

環境局 職員課 平成28年10月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　被服費 防寒ズボンの購入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
108,140

環境局 職員課 平成28年10月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 市内交通回数カードの購入経費の支出について（一般事務用）
90,000

環境局 職員課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　特別旅費 「自治大学校第1部・第2部特別課程第31期研修」にかかる管外出張旅費の支出について（研修用）宿泊研修
29,760

環境局 職員課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２８－１３）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,339,550

環境局 職員課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分・表彰用・安全衛生用）
1,000

環境局 職員課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年9月分・表彰用・安全衛生用）
272

環境局 職員課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器用うがい薬（サラヤ製）の購入及び同経費の支出について（安全衛生用）
389,869

環境局 施設管理課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南港管路輸送施設ローカル設備吸気弁緊急修繕経費の支出について(設備維持管理用）
562,464

環境局 施設管理課 平成28年10月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 南港管路輸送センター北系分離機補修工事経費の支出について（設備維持管理用）
1,852,200

環境局 施設管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 南港管路輸送センターコンテナ自動車法定検査経費の支出について（設備維持管理用）
254,912

環境局 施設管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 南港管路輸送センターコンテナ自動車法定検査経費の支出について（設備維持管理用）
1,100

環境局 施設管理課 平成28年10月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 南港管路輸送センターコンテナ自動車法定検査経費の支出について（設備維持管理用）
65,600

環境局 施設管理課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）経費（8月分）の支出について(施設維持管理用）
387,855

環境局 施設管理課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費（8月分）の支出について（施設維持管理用）
521,010

環境局 施設管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
34,390

環境局 施設管理課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）（8月分）経費の支出について（施設維持管理用）
987,147

環境局 施設管理課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 さざんか会館　脚折畳みテーブルの購入経費の支出について(施設維持管理用)
236,520

環境局 施設管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費（8月分）の支出について（施設維持管理用）
61,560

環境局 施設管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 南港管路輸送センターコンテナ自動車法定検査に伴う追加整備経費の支出について（設備維持管理用）
62,964

環境局 施設管理課 平成28年10月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成28年９月分）
1,440

環境局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 南港管路輸送施設ローカルドラム（商業地域）の電気料金にかかる経費の支出について(７月～９月分）（施設維持管理用）
106,200

環境局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託の支出について（第２四半期分）
767,880

環境局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度　西淀川屋内プールエレベータ保守点検業務委託料の支出について（第２四半期分）
184,680

環境局 施設管理課 平成28年10月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度　此花・西淀川・住之江屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第２四半期分）
34,712,698

環境局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）経費（9月分）の支出について(施設維持管理用）
332,768

環境局 施設管理課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費（9月分）の支出について（施設維持管理用）
521,010

環境局 施設管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油分の支出について（８月分）
5,568

環境局 施設管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について(９月使用分)
2,933
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環境局 環境施策課 平成28年10月06日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について（一般事務用）（平成28年度9月5日出張分〔大阪市域における地盤環境に配慮した地下水の有効利用に関する検討会委員就任依頼〕）
31,120

環境局 環境施策課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 地球環境保全推進用UNEP国際環境技術センターにかかる光熱水費（電気料金）の支出について（平成28年4月～6月分）
1,223,081

環境局 環境施策課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　特別旅費 海外事業展開用　環境省事業（ベトナム国ホーチミン市における生ごみ循環システム構築）にかかる海外出張経費の支出について（平成28年8月分）
48,155

環境局 環境施策課 平成28年10月20日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成28年10月３日～10月４日出張分）
30,140

環境局 環境施策課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 海外事業展開用ホーチミン市・大阪市低炭素都市形成に関する覚書の交換等にかかる海外出張における工業団地視察バス代の支出について
7,000

環境局 環境施策課 平成28年10月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
540

環境局 環境施策課 平成28年10月26日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成28年度9月9日出張分〔自然エネルギー財団設立5周年記念シンポジウム外〕)
28,900

環境局 環境施策課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（８月分）
24,166

環境局 環境施策課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 環境省事業「CO2排出対策強化誘導型技術開発・実証事業」にかかる出張支出について
48,880

環境局 環境施策課 平成28年10月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 環境省事業「CO2排出対策強化誘導型技術開発・実証事業」にかかる出張支出について
47,720

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-122）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-95）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-121）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-113）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-77）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-19）
1,042,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報償費　報償金 分譲マンションアドバイザーの派遣（２８－１）経費の支出について
30,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成28年度大阪市内の住宅・住環境に関するアンケート調査業務委託について
297,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-110）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-60）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-63）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成28年10月分）
6,286,638

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-42）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-111）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「[Ａ]新婚世帯家賃補助金請求書」ほか３５点印刷の支出について（第３回納品分）
35,964

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-88）
180,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-109）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅管理事業用平成28年度大阪市立住まい情報センター管理運営業務年度協定に基づく業務代行料の支出について（第３四半期分）
62,758,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-182）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-71）
315,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-48）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-127）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入に係る使用料の支出について（平成28年9月分）
428,544

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度にかかる書類運搬等業務委託の経費の支出について
43,200

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-123）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-8）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-28）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-50）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-134）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成28年9月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-168）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成費等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
3,758

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成費等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
7,184

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　マンション耐震化緊急支援事業　補助金の支出について（H28-906）
627,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
3,614

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（９月分）
10,121

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-97）
45,000
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都市整備局 住宅政策課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（平成28年9月分）
2,116,800

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-112）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金について（H28-1-152）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-67）
322,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-138）
180,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
1,808

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費及び近距離管外出張旅費（９月分）の支出について
7,890

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（９月分)
1,358

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　に係る郵便料の支出について（平成２８年９月）
81,897

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（９月分）
7,560,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-143）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-157）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-132）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-128）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-151）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-26）
1,200,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
836

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
26,626

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（H28002）
147,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（８月分）
3,730

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２８－１）（除却・実施設計）
6,572,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変２７－３）（工事監理・共同施設整備）
6,158,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２７－１４）（工事監理・共同施設整備）
2,580,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重28-17）
393,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（変重２７－７）（工事監理）
1,549,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度天満地区ＨＯＰＥゾーン協議会補助金の支出について（２回目）
50,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（８月分）
1,982,091

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-18）
376,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-20）
1,933,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（８月分）
2,089,509

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２８－３）（除却・実施設計）
11,202,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（９月分）
25,170

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅3号館共益電気料金の支出について（9月分）
17,445

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（9月分）
17,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第6住宅共益電気料金の支出について（9月分）
26,747

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（9月分）
17,837

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２８－４）（除却・実施設計）
4,451,000

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
432

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
7,967

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
19,298

都市整備局 住環境整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（９月分）
3,868

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
900

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
100

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600
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都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
500

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
900

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
900

都市整備局 区画整理課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200

都市整備局 区画整理課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600

都市整備局 区画整理課 平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
1,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 測量・地図の中級講習会の受講料の支出について
30,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について(9月21日午前立替分)
900

都市整備局 区画整理課 平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
5,944

都市整備局 区画整理課 平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（９月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成28年10月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
2,448

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
56,590

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について(長期契約 平成28年度9月分)
297,216

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について(長期契約 平成28年度9月分)
81,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 区画整理事業用　淀川区第2044号線舗装補修工事の支出について（前払金）
3,170,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 市街地整備促進協議会会費の支出について（平成２８年度）
100,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度大阪府用地対策連絡協議会第２回研修会（不動産関連法規研修）の受講料の支出について
4,420

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
5,511

都市整備局 区画整理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（８月分）
12,406

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
41,702

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（９月分）
24,346

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（９月分）
5,203

都市整備局 区画整理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
5,725

都市整備局 区画整理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピューター等長期継続借入に伴う経費の支出について（9月分）
12,625

都市整備局 区画整理課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成28年度区画整理事業用軽トラック長期借入料の支出について（7月～9月分）
45,360

都市整備局 区画整理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600

都市整備局 区画整理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
100

都市整備局 区画整理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
100

都市整備局 区画整理課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁９月分）
54,469

都市整備局 区画整理課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 区画整理事業用物件調査等業務委託その１（単価契約）の支出について（９月分）
3,045,546

都市整備局 区画整理課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度大都市市街地整備主管局長会議にかかる負担金の支出について
10,000

都市整備局 区画整理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用デジタルカメラの買入にかかる経費の支出について
69,498

都市整備局 区画整理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度放出駅前自由通路清掃業務委託料の支出について（９月分）
200,784

都市整備局 区画整理課 平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（8月分）
25,253

都市整備局 区画整理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（8月分）
1,995

都市整備局 区画整理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（8月分）
4,492

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(9月分)
3,316

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
14,358

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成28年度放出駅前自由通路エレベーター等保全業務委託料の支出について（7～9月分）
1,049,760

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400
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都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について(10月7日午後立替分)
300

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
600

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
2,798

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費等の支出について(9月分)
7,746

都市整備局 区画整理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（９月分）
3,040

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（９月分）
14,080

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅2・9･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（9月分）
74,656

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（生28-9）
1,032,000

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 不在者財産管理人選任申立事件に係る家事予納金の支出について
500,000

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
2,516

都市整備局 生野南部事務所 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（９月分）
7,214

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成28年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（8月分）
9,716

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
6,575,925

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
1,382,400

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
598,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
282,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
385,700

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
160,525

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
1,810,575

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建物中断移転に伴う損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
272,150

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（7月1日～9月30日分）
2,001,800

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
6,418

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（９月分）
1,512

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（９月分）
3,510

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業における明許繰越に係る地中配電線路の移設補償金の支出について
25,011,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業における明許繰越に係る地中配電線路の移設補償金の支出について
3,732,414

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（9月分）
40,884

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（９月分）
21,122

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（9月分）
4,060

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業における建築物等移転補償の実施並びに同補償金の支出について（完了払）
1,382,500

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成28年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（9月分）
43,499

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
414,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（８月分）の支出について
14,010

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（８月分）の支出について
432

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
18,923

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（９月分）（納付書１通添付）
3,424

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月11日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について
194,012

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（４月～６月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 三国東地区土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
777,500

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業三国東地区土地区画整理事業における土地区画整理法第１０１条の規定に基づく損失補償金の支出について（第２四半期）
175,600

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について
2,622,900

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について
16,888,100

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
13,754

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
7,750

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
33,588

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
3,720
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度　三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（９月分）
74,236

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後払金）
194,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度三国東土地区画整理事務所機械警備業務委託長期継続の委託経費の支出について（７月～９月分）
43,740

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
6,050,994

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
7,734,045

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について
5,653,881

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　特別旅費 平成２８年度近畿地方整備局管内研修（建設生産システム（監督員級））にかかる管外出張旅費の支出について（１０月３日～１０月７日）延期後（研修認定会議、認定済）
4,068

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 新三国住宅２号館第２期建設工事監理業務委託費（第２回中間金）の支出について
2,030,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 新三国住宅２号館第２期建設工事の第２回中間払金の支出について
100,000,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月20日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張等旅費の支出について（平成２８年９月分）
24,222

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張等旅費の支出について（平成２８年９月分）
2,260

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 報償費　報償金 第2回　阿倍野再開発事業検証有識者会議にかかる報償金の支出について
50,479

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　光熱水費 あべのメディックス保留床電気料金の支出について（９月分）
330

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　光熱水費 あべのベルタ保留床電気料金の支出について（９月分）
15

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 委託料　委託料 平成２８年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
409,161

都市整備局 阿倍野再開発課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２８年度あべのベルタ保留床管理費等の支出について（１１月分）
142,564

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 伝法住宅２号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,566,000

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第５住宅７号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,479,600

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　第3次設計変更　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
248,400

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸住宅1･2･3･4･5･6･7･8･9･10号館解体撤去工事　積算設計業務委託２にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
255,960

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東喜連第5住宅1・2号館移転用住戸整備工事積算設計業務委託費用の支出について（完成金）
324,000

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅２号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,544,400

都市整備局 建設課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第５住宅６号館建設工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,350,000

都市整備局 建設課 平成28年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 市内府営住宅移管に伴う起債償還負担金（第一回）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,274,811,270

都市整備局 建設課 平成28年10月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 酉島住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（仮移転・前金）
4,650,000

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
2,800

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
2,352

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 「（大阪）給排水衛生設備に関する実務教育講座」にかかる参加費の支出について
6,000

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
46,564

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 外付けハードディスクドライブの買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
69,228

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連電気料金の支出について
872

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１号館建設工事　第３次設計変更　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
326,160

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 酉島住宅９・１０号館解体撤去工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
604,800

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 毛馬住宅7号館外2件昇降路増築工事　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
810,000

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１号館建設工事　第３次設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
195,480

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西宮原住宅１号館給水衛生設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,310,000

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 野中北住宅６号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
18,403,200

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 井高野第４住宅１号館建設工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
53,980,000

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 野中北住宅６号館昇降路増築ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
718,200

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島東住宅1号館畳工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,861,320

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 野中北住宅６号館昇降路増築電気設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,890,360

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（８月分　建設設計グループ）
2,680

都市整備局 建設課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 中加賀屋住宅２・３号館耐震改修工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,720,800

都市整備局 建設課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 春日出中第２住宅１号館建設工事（第２回中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
116,230,000

都市整備局 建設課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度大都市住宅建設担当者会議にかかる負担金の支出について
10,000

都市整備局 建設課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 加島東住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・前金)
8,100,000



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

都市整備局 建設課 平成28年10月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用平成２８年度北津守１丁目土壌深度調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
2,160,000

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
204,253

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）の支出について
3,715,759

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
150,000

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
5,700,000

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）に伴う一般廃棄物処分費の支出について
32,087

都市整備局 建設課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その１）の支出について
583,721

都市整備局 建設課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用平成２８年度浪速東３丁目土壌深度調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
1,890,000

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等近距離管外出張旅費及び市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
3,749

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等近距離管外出張旅費及び市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
59,946

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（９月分）南住吉関連ガス料金の支出について
745

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度導入　建築積算システム用サーバー機及び周辺機器等長期借入経費の支出について（その２）9月分（公営住宅建設事業用）
26,784

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（9月分）公営住宅建設事業用
16,092

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 もと西難波住宅の地上権設定に基づく賃貸借料の支出について（第２四半期分）
677,865

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅10・11・12・13号館解体撤去工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
38,100,000

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 酉島住宅21号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（完成金）
1,819,800

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 加島東住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等近距離管外出張旅費及び市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
12,482

都市整備局 建設課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 生江住宅7・8号館解体撤去工事費（中間前払金）の支出について（住環境整備事業用）
15,090,000

都市整備局 建設課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 諏訪住宅用地の賃借料の支出について（平成28年4月～9月分）
11,935,638

都市整備局 建設課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 原材料費　工事材料費 消火器　ほか４点（市営新生江住宅２号館ほか３箇所）買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
537,840

都市整備局 建設課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第４住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
67,000

都市整備局 建設課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（９月分）
52,131

都市整備局 建設課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 御幸住宅7･12号館外1住宅昇降路増築工事外1件監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,263,200

都市整備局 建設課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事監理業務委託費（第2回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,498,000

都市整備局 建設課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅１号館建設工事他１件監理業務委託費（第2回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,683,000

都市整備局 建設課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸住宅3・4・5・6・9・10号館解体撤去工事費（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
42,510,000

都市整備局 建設課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 赤川住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 生江住宅７・８号館解体撤去工事監理業務委託費（第１回部分払金）の支出について（住環境整備事業用）
2,100,000

都市整備局 建設課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 東淡路住宅１号館建設工事他１件監理業務委託費（第２回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,810,000

都市整備局 建設課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 古市南住宅１・２号館耐震改修工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,028,600

都市整備局 建設課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅1号館建設工事監理業務委託費（第2回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,345,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他85件防犯灯電気料金（９月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
90,917

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 生江第２住宅１・２・３号館解体撤去工事監理業務委託費（第１回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,698,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 池島住宅２号館（１区）建設工事他１件監理業務委託費（第1回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,671,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 春日出中第2住宅1号館建設工事　第3次設計変更　積算設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
292,680

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 加島東住宅１号館建設工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,453,080

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出北住宅３号館建設工事監理業務委託費（第２回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,132,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 神崎橋住宅１号館建設工事監理業務委託費（第２回部分払い金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,380,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 勝山住宅建設工事監理業務委託費（第２回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,522,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅2号館建設工事監理業務委託費（第２回部分払い金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,220,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅３号館敷地地質調査業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,009,040

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事（第２回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
114,819,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島東住宅１号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
518,756,000

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 加島東住宅１号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
135,449,280

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 御幸住宅７・１２号館外１住宅昇降路増築工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
44,339,640

都市整備局 建設課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事（第２回部分払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
126,181,000
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都市整備局 建設課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（9月分　工事グループ）
1,776

都市整備局 建設課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（9月分　工事グループ）
4,480

都市整備局 建設課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（9月分　工事グループ）
93,791

都市整備局 建設課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（１０月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,522

都市整備局 建設課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（9月分　工事グループ）
1,900

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・南津守第１）
940

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館9月分電気代の支出について
6,096

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第4住宅2号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
1,939

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用天津橋住宅6～8号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
5,797

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第5住宅1・2号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
10,860

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅10～13号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
17,744

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅１・11～18号館、佃第２住宅１号館の電気代の支出について（９月分・請求書３通）
76,161

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守第3住宅1号館9月分電気代の支出について
20,934

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用鶴町第4住宅1号館9月分電気代（電灯部分）の支出について
8,061

都市整備局 管理課 平成28年10月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用萩之茶屋住宅1号館8月分電気代の支出について
45,745

都市整備局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　８月分
122,671

都市整備局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　上新庄住宅１～11号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
24,622

都市整備局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館9月分電気代の支出について
54,212

都市整備局 管理課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館9月分電気代の支出について
77,997

都市整備局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅管理に関する福岡市への調査にかかる出張旅費の支出について
54,280

都市整備局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 第24回全国公営住宅管理協議会近畿ブロック会議に係る出張旅費の支出について
2,610

都市整備局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅２号館他　４～６月分電気代の支出について
44,817

都市整備局 管理課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅10～13号館9月分電気代（電灯部分100299）の支出について
346

都市整備局 管理課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅９月分の電気代の支出について
19,165

都市整備局 管理課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅２号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
20,712

都市整備局 管理課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅3号館他1件9月分電気代の支出について
8,043

都市整備局 管理課 平成28年10月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
28,458

都市整備局 管理課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅１・６・８・９号館の電気代の支出について（９月分・請求書６通）
27,175

都市整備局 管理課 平成28年10月12日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅２号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
8,862

都市整備局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 【平成２８年度第４回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２２件）
1,782,000

都市整備局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 【平成２８年度第３回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１５件）
1,276,560

都市整備局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 【平成２８年度第３回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１５件）
363,844

都市整備局 管理課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 【平成２８年度第４回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等２２件）
466,224

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅１号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
17,933

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅１９・２５棟９月分の電気代の支出について
11,436

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅１４棟９月分の電気代の支出について
85,564

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月9月分電気代の支出について
70,426

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反北住宅２棟９月分の電気代の支出について
493

都市整備局 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅１・２・３・８・14号館の電気代の支出について（９月分・請求書４通）
48,673

都市整備局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（１０月分）
134,200

都市整備局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　11月分
71,259

都市整備局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅７～11号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
12,957

都市整備局 管理課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅9月分電気代の支出について
29,483

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・矢田部）
3,292

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託(その２)　長期継続にかかる支出について（第２四半期分）
259,848

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託(その２)　長期継続にかかる支出について（第２四半期分）
1,039,392

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８棟９月分の電気代の支出について
30,261
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都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第２住宅１～３号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
5,313

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原北住宅３棟９月分の電気代の支出について
692

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅２～４号館の電気代の支出について（９月分・請求書４通）
91,203

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　三津屋住宅１～４号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
10,176

都市整備局 管理課 平成28年10月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅１号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
29,451

都市整備局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅30～39号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
18,197

都市整備局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用瓜破東第３住宅1～７・９号館７～９月分電気代の支出について
102,286

都市整備局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅13～29号館の電気代の支出について（９月分・請求書２通）
39,281

都市整備局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　八幡屋住宅６・12号館、池島住宅16号館の電気代の支出について（９月分・請求書５通）
2,644

都市整備局 管理課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅その１の電気代の支出について（９月分・請求書２通）
34,952

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
1,977,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
258,323,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成28年9月分）にかかる支出について
10,607,598

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　11月分
267,219

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その３）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
155,520

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
22,212

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
90,288

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
5,721,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成28年9月分）にかかる支出について
42,441

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
2,283,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成28年9月分）にかかる支出について
28,698,539

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
1,123,551,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成28年9月分）にかかる支出について
2,465,071

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
87,832,000

都市整備局 管理課 平成28年10月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度市営住宅の管理及び附帯事務等に関する業務委託料の支出について（平成２８年度第３回）
3,084,000

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・今福南第３）
464

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
12,528

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成28年9月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成28年9月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅１号館９月分の電気代の支出について
108,023

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅２号館９月分の電気代の支出について
85,214

都市整備局 管理課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　生江第２住宅１号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
269

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成28年8月分）
1,300

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成28年8月分）
23,790

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成28年8月分）
34,540

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・新生江）
269

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 平成28年10月即決和解申立用貼用印紙の支出について
40,000

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システム端末機器等の移設、接続及び動作確認業務委託に係る経費の支出について
999,000

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　福住宅１～３号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
6,726

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～10号館の電気代の支出について（９月分・請求書７通）
91,700

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅９・10、21号館の電気代の支出について（９月分・請求書５通）
133,473

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅１号館の電気代の支出について（９月分・請求書２通）
19,183

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　福第２住宅１～３号館の電気代の支出について（９月分・請求書１通）
19,968

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅１０号館その２の電気代の支出について（９月分・請求書３通）
46,637

都市整備局 管理課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅１０～１２号館の電気代の支出について（９月分・請求書３通）
59,961

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用オフィスデスク①　外３点の買入費用の支出について
77,760
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都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・北江口）
1,805

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（９月分・市営集約分）
6,139

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　９月分
94,656

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　赤川住宅1・2号館、加島北住宅1～3号館の電気代の支出について（９月分・請求書２通）
17,672

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件9月分電気代の支出について
37,477

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件9月分電気代の支出について
70,465

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館、加島南住宅１・２号館の電気代の支出について（９月分・請求書２通）
24,874

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　中島住宅１・２号館の電気代の支出について（９月分・請求書４通）
2,502

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅1・3・4号館、飛鳥西住宅1・2号館の電気代の支出について（９月分・請求書５通）
90,150

都市整備局 管理課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第2住宅その2、加島住宅6・9・10号館、加島第2住宅2号館の電気代の支出について（９月分・請求書３通）
21,083

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（平成28年9月分）
67,501

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター分室電気料金の支出について　９月分
2,575

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　９月分
47,663

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度市営住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
16,200

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　１０月分
502,442

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター分室管理費の支出について　１０月分
366,113

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　１０月分
157,341

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター分室の修繕積立金の支出について　１０月分
26,530

都市整備局 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅５号館７～９月分電気代の支出について
59,507

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
162

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
31,376

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（８月分）
16,540

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第2住宅6～12号館外壁部分改修その他工事費の支出について(前払金）
20,290,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　浅香南住宅2･3号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
22,180,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南住吉第8住宅1号館台所その他改修工事費の支出について(前払金)
9,660,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　住吉住宅4･11･15･16号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
9,180,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　瓜破東第１住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
8,340,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用南方住宅（４号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
26,780,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用茨田南住宅（１２号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
28,720,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用浪速第８住宅（２号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
22,330,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　日本橋住宅（４・５号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
24,200,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大淀北住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（前払金）
42,100,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長柄東住宅1号館台所その他改修工事費の支出について（前払金）
14,000,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　小林住宅3･4号館外壁改修その他工事費の支出について(中間前払金)
19,500,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その２）費の支出について（第2四半期分）
36,050,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その３）費の支出について（第2四半期分）
33,920,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その９）費の支出について（第2四半期分）
1,040,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その７）費の支出について（第2四半期分）
33,320,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１０）費の支出について（第2四半期分）
2,460,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅事業補修用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その４）費の支出について（第2四半期分）
17,940,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その１）費の支出について（第2四半期分）
18,370,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その６）費の支出について（第2四半期分）
24,860,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 住宅補修事業用市営住宅昇降機設備保守点検業務委託（その５）費の支出について（第2四半期分）
36,330,000

都市整備局 保全整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用山之内住宅（４・５号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（前払金）
20,300,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,411,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　もとJA大阪市長吉支店外１件解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
440,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他工事費の支出について（完成金）
102,657,940
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都市整備局 企画設計課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南港光小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
17,641,360

都市整備局 企画設計課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
22,165,396

都市整備局 企画設計課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　梅南津守小学校増築その他機械設備工事費の支出について（一部完成金）
17,253,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大国小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
32,788,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　城東小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
43,514,280

都市整備局 企画設計課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　春日出小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
27,233,280

都市整備局 企画設計課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　城東小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
11,666,160

都市整備局 企画設計課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用ほか　背幅伸縮ファイル外１７点の買入にかかる支出について
154,876

都市整備局 企画設計課 平成28年10月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用ほか　背幅伸縮ファイル外１７点の買入にかかる支出について
17,060

都市整備局 企画設計課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北津守小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
11,632,480

都市整備局 企画設計課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　天下茶屋小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
16,820,320

都市整備局 企画設計課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　金塚小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
23,880,960

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用　平成２８年度第５回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,339

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　中央小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
1,112,400

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　高殿南小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
24,357,240

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苗代小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
38,878,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　小林小学校外1校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,725,840

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　九条北小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
14,535,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,032,960

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東三国小学校昇降機棟増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
4,650,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　太子橋小学校外3校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,274,640

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他機械設備工事費の支出について（完成金）
14,996,560

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東田辺小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
7,426,080

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苅田北小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,170,040

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　矢田西小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
14,874,920

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　福島小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
15,317,160

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美東小学校外２校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
60,713,280

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　下新庄小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
71,861,040

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　開平小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
5,615,680

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　北中道小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
25,817,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今里小学校増築その他昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
198,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　豊崎小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
12,171,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美東小学校外２校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
14,378,040

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美東小学校外２校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
7,102,080

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　太子橋小学校外3校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
686,880

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　苗代小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
8,234,360

都市整備局 企画設計課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　北中道小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
6,878,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今里小学校増築その他設備工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
220,320

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今津中学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
5,990,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大東小学校外３校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,220,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　出来島小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
43,652,520

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東三国小学校昇降機設備工事費の支出について（前払金）
4,360,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　福島小学校外２校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,710,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三稜中学校冷房機械設備工事費の支出について（完成金）
4,300,640

都市整備局 企画設計課 平成28年10月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大東小学校外３校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
214,920

都市整備局 企画設計課 平成28年10月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
430,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　新規工事費 危機管理対策用　大阪市防災行政無線設備同報系システム子局整備工事費の支出について（前払金）
157,394,000
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都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策用　大阪市防災行政無線設備同報系システム子局整備工事費の支出について（前払金）
8,056,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 市民活動推進用等　都島屋内プール外11件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
10,033,221

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 市民活動推進用等　都島屋内プール外11件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
1,742,119

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市民活動推進用等　都島屋内プール外11件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
1,780,668

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 市民活動推進用等　都島屋内プール外11件天井改修工事設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
6,203,992

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 産業振興用　もと西野田小売市場施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
320,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２８年９月分）
28,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２８年９月分）
18,436

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新森小路小学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
934,200

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　平林小学校外３校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,477,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　出来島小学校外３校空調機設置ガス設備工事の支出について（完成金）
5,635,440

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　矢田東小学校外2校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
69,579,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
4,275,120

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　関目小学校外１校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
34,213,280

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東三国小学校昇降機棟増築その他工事費の支出について（前払金）
31,380,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西三国小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
37,222,640

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　晴明丘南小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
17,102,160

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苅田北小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
38,242,040

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大国小学校外２校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,324,080

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東桃谷小学校外５校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
69,970,440

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　清江小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
45,067,320

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東中川小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
46,911,480

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　長谷川小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,036,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　苗代小学校外3校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
5,178,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　難波元町小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
20,713,320

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　舎利寺小学校外4校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
66,533,160

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　晴明丘南小学校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
7,280,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西三国小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
23,258,920

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三稜中学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
118,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　苗代小学校外3校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
306,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　今里小学校増築その他工事費の支出について（第２回中間金）
66,000,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２８年８月分）の支出について
11,210

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２８年８月分）の支出について
3,568

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 教育施設整備事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２８年８月分）の支出について
312,354

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２８年９月分）の支出について
85,839

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　依羅小学校プール設置その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
4,890,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉出小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
5,170,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　鶴見緑地（モナコ庭園外1件）休憩所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
492,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 委託料　委託料 公園事業用　鶴見緑地（モナコ庭園外1件）休憩所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
401,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
135,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　瓜破西小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
46,913,360

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大隅東小学校外5校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
20,819,160

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加島小学校外２校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
34,786,440

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　九条南小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
13,150,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　天下茶屋小学校外３校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
5,758,560

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南小学校外１校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,209,840

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　城北小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
30,825,400
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都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　天王寺小学校外２校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,370,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　大隅東小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
32,895,200

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　みどり小学校外4校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
8,514,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　南小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
13,596,240

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　豊仁小学校外４校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,813,560

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　長橋小学校外1校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
43,128,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美東小学校外８校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
11,957,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　鯰江東小学校外2校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
43,113,360

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大隅東小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
7,103,840

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　天王寺小学校外２校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
362,880

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美東小学校外８校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
36,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　城北小学校外1校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
11,582,920

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　鯰江東小学校外2校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
4,897,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　大隅東小学校外5校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
373,680

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加美東小学校外８校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
369,360

都市整備局 企画設計課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　豊仁小学校外４校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
51,840

都市整備局 企画設計課 平成28年10月24日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署建設工事－２監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
6,157,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西中島小学校増築その他工事－２監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
3,934,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　旭東中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
1,295,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今里小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,662,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
3,186,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淀商業高等学校第２期増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
6,431,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淡路中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
2,463,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西中島小学校増築その他工事－２費の支出について（第２回中間金）
13,000,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築計画調査事務用平成２８年度大都市営繕工事担当者会議参加に伴う会議費の支出について
5,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　築港中学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
900,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　育和小学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
770,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 建築計画調査事務用平成２８年度大都市設備技術担当者会議参加に伴う会議費の支出について
12,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　遠里小野小学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
680,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　新規工事費 区まちづくり推進用　西成区安全対策拠点施設整備工事費の支出について（完成金）
9,422,760

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　長居陸上競技場天井改修機械設備工事費の支出について（前払金）
4,030,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　神津小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回中間金）
5,737,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その３）費の支出について（完了金）
1,814,400

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
339,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その３）費の支出について（完了金）
2,590,740

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　苅田北小学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
97,400

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
564,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　苅田北小学校プール設置その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
722,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その１）費の支出について（完了金）
5,182,640

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
4,928,200

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
225,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
5,449,120

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その２）費の支出について（完了金）
113,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　南部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その１）費の支出について（完了金）
226,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その３）費の支出について（完了金）
225,900

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　北部地域小学校空調機設置その他設備工事監理業務委託（その１）費の支出について（完了金）
4,773,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東中川小学校外13校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
22,832,280
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都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三国小学校外２校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
44,023,400

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　関目小学校外６校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
9,810,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　東小橋小学校外4校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,771,600

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　磯路小学校外４校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,930,200

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　春日出小学校外２校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,363,120

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　九条北小学校外３校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
3,241,080

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　三国小学校外６校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
6,576,120

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　東小橋小学校外4校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
351,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校外２校空調機設置その他機械設備工事費の支出について（完成金）
12,261,800

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　三国小学校外６校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
4,223,880

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　関目小学校外６校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
387,720

都市整備局 企画設計課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　関目小学校外６校空調機設置その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
114,480

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　鶴町第3住宅1号館・鶴町保育所耐震改修工事費の支出について（前払金）
597,040

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用ほか　鶴町第3住宅1号館・鶴町保育所耐震改修工事費の支出について（前払金）
13,002,960

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大桐小学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（第２回中間金）
3,411,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　玉出小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
98,820,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　長吉南小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
4,110,000

都市整備局 企画設計課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　瓜破小学校冷房機械設備工事費の支出について（前払金）
4,310,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽小学校便所改修衛生設備工事費の支出について（工事前払金）
1,140,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
27,790,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月04日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 生野スポーツセンター屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
12,407,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島小学校外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
15,130,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 城陽中学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
6,546,960

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターにしなり低圧引込改修電気設備工事費の支出について(完成金)
681,696

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 （仮称）南部児童相談所内部改修電気設備工事費の支出について(完成金)
16,475,680

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 （仮称）南部児童相談所内部改修情報通信設備工事費の支出について（完成金）
6,311,240

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 （仮称）南部児童相談所内部改修ガス設備工事費の支出について(完成金)
2,128,120

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 （仮称）南部児童相談所内部改修その他工事費の支出について(完成金)
32,948,760

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 （仮称）南部児童相談所内部改修機械設備工事費の支出について（完成金）
20,362,080

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕中学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
147,960

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 啓発小学校・中島中学校給湯設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
513,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東中学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
2,589,840

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕小学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
5,990,760

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南港桜小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
461,160

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新北島中学校外1校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
2,771,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 花乃井中学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
75,600

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新平野西小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
7,023,160

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西高等学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
8,370,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
3,902,960

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 花乃井中学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
2,967,840

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターにしなり低圧引込改修電気設備工事費の支出について(完成金)
336,744

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕小学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
118,800

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南恩加島小学校冷房ガス設備工事費の支出について（完成金）
112,320

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野小学校外１校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
1,246,968

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東生野中学校技術室床改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
122,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 片江小学校消火管改修工事費の支出について（完成金）
1,927,600

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕中学校空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
2,704,320
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都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 新平野西小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について(完成金)
1,287,360

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瑞光中学校照明改修工事費の支出について（完成金）
3,535,920

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 井高野小学校外１校受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
685,152

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大和川中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について(完成金)
358,560

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 南港桜小学校空調機設置電気設備工事費の支出について（完成金）
1,140,480

都市整備局 施設整備課 平成28年10月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 巽南小学校教室床改修工事費の支出について（完成金）
2,770,320

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターあさひ西低圧引込改修設備工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
336,204

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 西成区民センター屋上防水改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
469,260

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平野区老人福祉センター自動扉改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
226,260

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 社会福祉センター空調用室外機移設工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
364,500

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所高圧引込ケーブル改修工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
326,808

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 東中本幼稚園庇防水改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
326,808

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南部環境事業センター受変電設備改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
411,696

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 自然史博物館高圧ケーブル改修工事に係る追加設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
195,804

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 市立美術館蒸気配管改修工事（横引き配管）に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,245,456

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」ほか２１点の買入費用の支出について
447,012

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用「系統連系規程（ＪＥＡＣ９７０１－２０１６）」の買入費用の支出について
5,860

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（外壁等安全対策改修）（南エリア）【設計】委託費の支出について
287,820

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（外壁等安全対策改修）（東エリア）【設計】委託費の支出について
287,820

都市整備局 施設整備課 平成28年10月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西生野小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
18,880,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 工事請負費　改修工事費 大阪市保健所(あべのﾒﾃﾞｨｯｸｽ3階)事務室改修電気設備工事費の支出について(完成金)
642,600

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 林寺小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
9,405,720

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 市立高等学校非常放送設備改修工事費の支出について（完成金）
4,334,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央高等学校自動火災報知設備改修工事費の支出について（完成金）
5,708,880

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 今市中学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,845,800

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中大江小学校直結給水化改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,293,732

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中大江小学校直結給水化改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
625,428

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 佃中学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
63,720

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島工業高等学校構内交換設備改修工事費の支出について（完成金）
3,191,800

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東中学校空調機設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
78,840

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 真田山小学校直結給水化改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,915,960

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 真田山小学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
10,340,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中大江小学校給食室改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
292,680

都市整備局 施設整備課 平成28年10月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 今市中学校直結給水化改修工事費の支出について（完成金）
11,882,160

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 生野区民センター空調設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
2,644,920

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 長居障がい者スポーツセンター天井改修工事（南エリア）【設計】委託費の支出について
761,508

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所機械室他アスベスト改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
2,247,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 両国保育所各所改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
826,524

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東部環境事業センター給湯管改修その他工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
995,220

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センターボイラー改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,836,324

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 大阪国際交流センター（国際交流会館）受変電設備改修工事（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,032,912

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 市立美術館外壁改修その他工事に係る設計業務（東エリア）【設計】委託費の支出について
1,286,388

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 自然史博物館ナウマンホール棟屋上防水改修工事に係る設計委託（南エリア）【設計】委託費の支出について
512,244

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 天王寺動物園は虫類生態館内装改修工事（東エリア）【設計】業務委託の執行について
1,315,656

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 島屋小学校教室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 阪南中学校教室出入口改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
523,692

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 喜連北小学校教室改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048
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都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東生野中学校技術室床改修ガス設備工事（東エリア）【工事調整】業務委託の執行について
64,908

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 都島工業高等学校体育館床塗装工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 桜宮高等学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 高津中学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 淀川中学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 新北島中学校教室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 城陽中学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 相生中学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 堀江中学校音楽室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 港中学校渡り廊下改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大正北中学校教室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東生野中学校技術室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
437,832

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 喜連中学校防球ネット改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,208,844

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 住吉第一中学校教室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 十三中学校教室出入口改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
523,692

都市整備局 施設整備課 平成28年10月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 矢田北小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
27,310,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中道小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
11,140,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中道小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
1,540,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その３）長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
8,877,600

都市整備局 施設整備課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（発注関係補助）業務委託　長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
33,999,750

都市整備局 施設整備課 平成28年10月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その４）長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
8,877,600

都市整備局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 平成28年度矢田小学校・矢田南中学校外１施設ボイラー保守点検業務委託(４・５月分）の支出について（完成金）
101,412

都市整備局 施設整備課 平成28年10月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東小橋小学校外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
13,190,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターひがしよどがわ低圧引込改修電気設備工事費の支出について（完成金）
352,080

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターすみよし北低圧引込改修電気設備工事費の支出について(完成金)
277,560

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 工事請負費　改修工事費 大阪市保健所(あべのﾒﾃﾞｨｯｸｽ3階)事務室改修工事費の支出について(完成金)
783,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 工事請負費　改修工事費 大阪市保健所(あべのﾒﾃﾞｨｯｸｽ3階)事務室改修情報通信設備工事費の支出について(完成金)
1,948,320

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２８年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（９月分）
5,184

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２８年９月分）
50,004

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（平成２８年９月分）
6,264

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 菅原小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
14,970,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 内代小学校外壁改修工事費の支出について（工事前払金）
11,880,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 摂陽中学校消火管改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 宮原中学校便所自動洗浄化改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
261,900

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 啓発小学校・中島中学校給湯設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
385,452

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 加美南中学校消火管その他改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
221,508

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 啓発小学校・中島中学校給湯設備改修ガス設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
111,024

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大桐中学校消火管改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 加美南中学校消火管その他改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
243,540

都市整備局 施設整備課 平成28年10月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大領中学校便所改修工事費の支出について（完成金）
2,010,080

都市整備局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテ－ションセンタ－他１施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
4,670,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテ－ションセンタ－他１施設外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
610,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その１）長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
8,896,500

都市整備局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 市設建築物整備保全（相談・設計等）業務委託（その２）長期継続にかかる支出について（第３四半期分）
8,896,500

都市整備局 施設整備課 平成28年10月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長原小学校外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
10,430,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
7,836

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２８年９月分）
42,055
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都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 野中小学校給食室改修その他機械設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
78,300

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 粉浜小学校外２校受変電設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
460,944

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 すみれ小学校給食室換気設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 今福小学校給食室床改修ガス設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
58,644

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 野中小学校給食室改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
312,876

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 野中小学校給食室改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
177,336

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 井高野小学校外１校受変電設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 井高野小学校外１校受変電設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
136,188

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 瑞光中学校照明改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 野中小学校特別支援教室シャワー設置ガス設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
64,908

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平尾小学校家庭科室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
291,168

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中川小学校給食室改修機械設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 西船場小学校給食室改修機械設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南恩加島小学校給食室改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 西船場小学校給食室改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 住吉商業高等学校外柵改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 粉浜小学校教室床改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 西船場小学校給食室改修その他電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
155,628

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 西船場小学校給食室改修その他電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
106,272

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条北小学校給食室改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
379,188

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 住吉川小学校給食棟外壁改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 西船場小学校給食室改修ガス設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
58,644

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 野中小学校給食室改修その他機械設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
110,268

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 伝法小学校照明改修その他電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
60,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 港晴小学校受変電設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 日吉小学校低圧幹線改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南恩加島小学校給食室改修電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平尾小学校家庭科室床改修ガス設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
64,908

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大和田小学校給食室屋根防水改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
536,220

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 生江小学校外２校受変電設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
450,468

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 鴫野小学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 今福小学校給食室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
272,376

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 九条北小学校給食室改修ガス設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
64,908

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 新北島中学校外１校受変電設備改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
523,800

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 豊里小学校教室出入口改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
555,120

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 五条小学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 生江小学校外２校受変電設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
136,188

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 伝法小学校照明改修その他電気設備工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
549,612

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大宮小学校教室床改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
465,048

都市整備局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 新高小学校教室床改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 大阪市立美術館外壁改修その他工事費の支出について（工事前払金）
29,310,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテーションセンター空調設備改修機械設備工事（工事前払金）
17,730,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 南部環境事業センター受変電設備改修工事費の支出について(工事前払金)
1,410,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館受変電設備改修工事費の支出について(工事前払金)
1,140,000

都市整備局 施設整備課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校直結給水化改修その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
7,636,680

都市整備局 施設整備課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校直結給水化改修その他衛生設備工事費の支出について（完成金）
708,480

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校特別支援教室手洗い設置ガス設備工事（南エリア）【工事調整】業務委託の執行について
58,644
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都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大和川中学校外３校受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
613,872

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 阿倍野小学校フェンス改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南百済小学校教室出入口改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
529,956

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大和川中学校外３校受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
136,188

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平野西小学校体育館床塗装工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 今川小学校体育館床塗装工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 加美小学校屋外階段塗装工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
261,900

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 住吉小学校教室出入口改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 玉出中学校外１校受変電設備改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
425,304

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 矢田中学校照明改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 長居小学校特別支援教室手洗い設置工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
201,096

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校理科室改修その他電気設備工事費の支出について(完成金)
422,172

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校理科室改修その他電気設備工事費の支出について(完成金)
223,668

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校理科室改修工事費の支出について（完成金）
3,449,520

都市整備局 施設整備課 平成28年10月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸小学校理科室改修ガス設備工事費の支出について(完成金)
456,840

都市整備局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について（平成２８年９月分）
64,054

都市整備局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成２８年９月分）
61,762

都市整備局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 建築計画調査事務用平成２８年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
479,884

都市整備局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 建築計画調査事務用平成２８年度公共建築部施設整備課執務室管理費等の支出について（１１月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 都市整備局（本庁舎）内部改修電気設備工事費の支出について（完成金）
10,166,040

都市整備局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（８月分）
20,520

都市整備局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　特別旅費 国土交通大学校建築設備計画（電気）研修受講に係る出張旅費の支出について
52,790

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
31,887

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,814

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 備品購入費　図書購入費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
6,912

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
23,424

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
387

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
14,833

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
19,960

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
2,752

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,588

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
774

都市整備局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
1,230

都市整備局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成28年度国土交通大学校建築工事管理マネジメント研修受講に係るテキスト代の支出について
17,352

都市整備局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２８年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について(１０月分)
298,750

都市整備局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２８年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について(１０月分)
151,076

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
36,333

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　朝日新聞外１点の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
50,496

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
24,222

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日刊建設工業新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年上半期分）
55,080

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　産経新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　読売新聞の買入に係る経費の支出について（平成２８年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２８年７～９月分）
64,803
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都市整備局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２８年７～９月分）
12,111

都市整備局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　日本経済新聞外１点の買入に係る経費の支出について（２８年７～９月分）
25,638

都市整備局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 平成２８年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　境界・私道等の法律実務　外５点）費用の支出について
3,900

都市整備局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 平成２８年度都市整備局書籍等の概算買入（問答式　境界・私道等の法律実務　外５点）費用の支出について
19,611

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,171

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　印刷製本費 公営住宅事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（9月発注分）
3,948

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（９月分）
61,732

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（９月分）
102,168

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
120,131

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
9,176

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
320,816

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（9月発注分）
98,798

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
21,645

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
103,251

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,057

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
6,114

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
27,656

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
12,906

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 公営住宅事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（9月発注分）
30,537

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（９月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(９月分）
31,344

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（9月発注分）
97,135

都市整備局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（9月発注分）
175,101

都市整備局 総務課 平成28年10月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成28年9月分）
1,765,868

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
48,309

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
82

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
1,416

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
8,688

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
425,607

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
3,116

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
7,352

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
250

都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
74,213
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都市整備局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金９月分の支払いについて
164

政策企画室 秘書担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 秘書部受付業務用　冷温風機の購入にかかる経費の支出について
18,144

政策企画室 秘書担当 平成28年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
3,736

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
30,128

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（９月分）
76,684

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２８年４月から平成２９年３月）の購入経費の支出について（第２四半期分）
153,828

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２８年４月から平成２９年３月）の購入経費の支出について（第２四半期分）
25,638

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　毎日、日本経済新聞（平成２８年４月から平成２９年３月）の購入経費の支出について（第２四半期分）
76,914

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
45,568

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成28年9月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
58,703

政策企画室 秘書担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H28.８月分）
14,000

政策企画室 秘書担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料の支出について（H28.８月分）
41,150

政策企画室 秘書担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式長期借入の支出について（平成28年９月分）
63,042

政策企画室 秘書担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入（Ｈ28.9月分）の支出について
51,408

政策企画室 秘書担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入（Ｈ28.9月分）の支出について
94,824

政策企画室 秘書担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
2,118

政策企画室 秘書担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
682

政策企画室 秘書担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
832

政策企画室 秘書担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
82

政策企画室 秘書担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
1,360

政策企画室 秘書担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所）にかかる旅費の支出について（平成28年10月11日）
29,240

政策企画室 秘書担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
10,941

政策企画室 秘書担当 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（平成28年９月分）
1,196,640

政策企画室 秘書担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
4,438

政策企画室 秘書担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（９月分）
3,544

政策企画室 秘書担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市長・副市長用　名刺の印刷について
27,378

政策企画室 政策企画担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（平成２８年９月分）
45,207

政策企画室 政策企画担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２８年８月寄附分）
1,597

政策企画室 政策企画担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２８年８月寄附分）
88

政策企画室 政策企画担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金インターネットクレジット収納システム運営利用料の支出について（平成２８年９月分）
1,080

政策企画室 広報担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成 28 年度 広報写真撮影業務委託にかかる支出について（平成28年度10月支払分）
151,200

政策企画室 広報担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成28年度大都市広報広聴主管者協議会への出席にかかる旅費の支給について
90,080

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成28年10月号）概算印刷にかかる経費の支出について
296,229

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au平成28年９月分）の支出について
1,156

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成28年10月号）に係る経費の支出について
264,600

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市ホームページ運用管理システム等に係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（４月～８月分）
12,730,980

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス提供業務委託に係る経費の支出について（９月分）
1,188,000

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続契約にかかる経費の支出について（９月分）
939,600

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 大阪市ホームページ運用管理システム用ラックの物品借入にかかる経費支出について（４～９月分）
2,916

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類長期借入にかかる経費の支出について（シャープ）９月分
12,355

政策企画室 広報担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコンにかかる経費の支出について（９月分）
5,616

政策企画室 広報担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成28年9月分コピー代金の支出について
49,295

政策企画室 広報担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク９月分）の支出について
1,465

政策企画室 広報担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（９月分）
7,257

政策企画室 報道担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成28年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
61,992

政策企画室 報道担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成28年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
312,120
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政策企画室 報道担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成28年度インターネット行政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」の利用にかかる経費の支出について（平成28年7月～9月分）
2,235,600

政策企画室 報道担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成28年大都市広報広聴主管者協議会への出席について（報道担当）
45,600

政策企画室 報道担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成28年度「日経テレコン Knowledge Passport Fast Track」モニター利用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
136,080

政策企画室 報道担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
9,846

政策企画室 報道担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（９月分）にかかる経費の支出について
57,834

政策企画室 報道担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
7,240

政策企画室 報道担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（8月分So-net及び9月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 広聴担当 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 大都市広報広聴主管者協議会への出席に係る出張命令及び同経費の支出について
45,040

政策企画室 広聴担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（９月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
379,500

政策企画室 広聴担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
4,644

政策企画室 広聴担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
13,397,530

政策企画室 東京事務所 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第３四半期）の支出について
325,296

政策企画室 東京事務所 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,320

政策企画室 東京事務所 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）にかかる経費の支出について
28,240

政策企画室 東京事務所 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度東京事務所公舎用賃料の変更にかかる経費の支出について（１１月分）
886,000

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（９月分）の支出について
4,890

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用読売新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用産経新聞（７月～９月）購入経費の支出について
9,104

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用朝日新聞・東京新聞（７月～９月）購入経費の支出について
22,140

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用毎日新聞（７月～９月）購入経費の支出について
12,111

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用日本経済新聞（７月～９月）購入経費の支出について
13,527

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用ネットワーク機器等一式(東京事務所)長期借入にかかる経費（９月分）の支出について
13,586

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式長期借入経費（９月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式長期借入契約にかかる経費（９月分）の支出について
22,283

健康局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金（住吉市民病院閉院延長分）の支出について（平成28年度第2回分）
255,536,100

健康局 総務課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 市民病院費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（平成28年度第2回分）
1,336,081,200

健康局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度　地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会（第２回）にかかる其他委員等報酬の支出について
76,832

健康局 総務課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年度　地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会（第２回）にかかる費用弁償の支出について
3,940

健康局 総務課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成28年度視覚障がい者用パソコン等機器長期借入経費（９月分）の支出について
38,772

健康局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成28年度局運営事務用　大阪日日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
6,150

健康局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成28年度局運営事務用　読売新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成28年度局運営事務用　朝日新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成28年度局運営事務用　産経新聞の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
12,111

健康局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成28年度局運営事務用　毎日新聞外１点の買入（年間購読）経費の支出について（７～９月分）
25,638

健康局 総務課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 外国人滞在施設経営事業用　ＡＣアダプタ買入にかかる支出について
37,713

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
15,357

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成28年９月分）
207,857

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（平成28年９月分）
172,704

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成28年９月分）
279,367

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
295,929

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
3,100

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（平成28年９月分）
16,056

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
17,271

健康局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成28年９月分）
5,824

健康局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度　局運営事務（病院機構支援）用もと職員大宮寮における機械警備業務委託料の支出について（平成２８年度９月分）
13,122
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健康局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務（病院機構支援）用　交流会館機械警備業務委託料の支出について（平成28年９月分）
5,130

健康局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度　局運営事務（病院機構支援）用もと母子センター看護師寮における機械警備業務委託料の支出について（平成２８年度９月分）
13,662

健康局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成２８年度　局運営事務用コピー代金の支出について（９月分）
120,038

健康局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成２８年度　局運営事務用コピー代金（追加分）の支出について（９月分）
42,115

健康局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務用　平成28年度大阪市職員（保健師）採用試験にかかる試験問題等作成業務委託経費の支出について
590,571

健康局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 病院機構支援事業用　市内出張交通費（病院Ｇ８・９月分）の支出について
27,907

健康局 経理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２８年９月分）
6,830

健康局 経理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度　もと西成保健センター機械警備業務委託料の支出について（９月分）
58,968

健康局 経理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（9月分）
225,473

健康局 健康施策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 重症心身障がい児者医療コーディネート事業用　ＰＰＣ（コピー）ラベルの買入にかかる経費の支出について
5,940

健康局 健康施策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 地域保健医療計画推進事業用　大阪府大阪市保健医療連絡協議会にかかる会議室使用料の支出について（平成28年10月12日開催分）
18,000

健康局 健康施策課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪府大阪市保健医療連絡協議会開催にかかる食糧費の支出について（１０月１２日開催分）
3,672

健康局 健康施策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域保健医療計画推進事業用　大阪府大阪市病床機能懇話会にかかる報償金の支出について（8月31日開催分）
54,000

健康局 健康施策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
336

健康局 健康施策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
324

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
43,862

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　毎日新聞外１点買入経費の支出について（7月～9月分）
25,638

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　読売新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　産経新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 地域保健管理（一般事務費）用　朝日新聞買入経費の支出について（7月～9月分）
12,111

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
6,484

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
6,156

健康局 健康施策課 平成28年10月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（8月分）
11,497

健康局 健康施策課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線デジタル画像診断装置の修繕にかかる経費の支出について（生野区）
75,600

健康局 健康施策課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について（保健衛生検査所外２箇所）（平成28年9月分）
7,128

健康局 健康施策課 平成28年10月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 第２回 高齢者等在宅医療・介護連携に関する相談支援事業受託法人選定委員会の出席にかかる報償金の支出について【平成28年7月11日開催分】
52,839

健康局 健康施策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健医療計画推進事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
1,742

健康局 健康施策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 重症心身障がい児者の医療コーディネート事業用　後納郵便料の支出について（９月分）
17,848

健康局 健康施策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成28年9月分）
135,000

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
2,238

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
74,417

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
1,763

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
2,661

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
1,564

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
130,609

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
7,270

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
98,129

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
68,001

健康局 健康づくり課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料(概算契約)の支出について（8月分）
32,789

健康局 健康づくり課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成28年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託料（概算契約）の支出について（平成２８年８月分）
191,403

健康局 健康づくり課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
22,410

健康局 健康づくり課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
35,272

健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度健康づくり課事務用パンチラベル外8点買入にかかる経費の支出について
13,846

健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業用禁煙指導用タール瓶外1点買入にかかる経費の支出について
20,844

健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度健康づくり課事務用パンチラベル外8点買入にかかる経費の支出について
4,406

健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業等用健康づくり啓発ポスター（B2）外4点の印刷及び同経費の支出について
200,000

健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業等用健康づくり啓発ポスター（B2）外4点の印刷及び同経費の支出について
65,420
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健康局 健康づくり課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業等用健康づくり啓発ポスター（B2）外4点の印刷及び同経費の支出について
52,100

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度がん検診推進事業用個別勧奨はがき印刷経費の支出について
358,722

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（平成28年8月分）
3,526,934

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（平成28年8月分）
1,825,902

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（平成28年8月分）
2,122,200

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（７月分）
2,583,193

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（７月分）
2,055,568

健康局 健康づくり課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料（概算契約）の支出について（７月分）
2,423,683

健康局 健康づくり課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 妊婦向け喫煙防止チラシ印刷経費の支出について
70,421

健康局 健康づくり課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　医薬材料費 がん検診事業用ドライ画像記録用フィルム買入にかかる経費の支出について
19,440

健康局 健康づくり課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　船車修繕料 乳がん検診車（パンジー号）車両修繕経費の支出について
22,140

健康局 健康づくり課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 平成28年度地域・職域連携推進関係者会議出席にかかる出張旅費の支出について
29,240

健康局 健康づくり課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２５０・２５１号買入にかかる経費の支出について
19,230

健康局 健康づくり課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（８月分）
212,046

健康局 健康づくり課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（9月分）
10,977

健康局 健康づくり課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（9月分）
6,843

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度訪問栄養指導事業用日本食品標準成分表２０１５年版（七訂）外１点買入にかかる経費の支出について
1,436

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度訪問栄養指導事業用日本食品標準成分表２０１５年版（七訂）外１点買入にかかる経費の支出について
11,385

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
174,789

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
3,319,349

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
12,951,580

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
278,654

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
14,744,365

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
28,424,647

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
12,138,098

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
14,277,106

健康局 健康づくり課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（８月分）
595,242

健康局 健康づくり課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度保健師指導事務用「厚生福祉」買入にかかる経費の支出について（平成28年7月～9月分）
13,284

健康局 健康づくり課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 平成２８年度公衆衛生医学調査研究に係る保険料の支出について
10,500

健康局 健康づくり課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
5,130

健康局 健康づくり課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
2,239

健康局 健康づくり課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（９月分）
7,092

健康局 健康づくり課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域巡回型がん検診事業用　平成２８年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託料の支出について（平成28年9月分）
472,500

健康局 健康づくり課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成28年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託料の支出について（平成28年9月分）
162,836

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診推進事業用　後納郵便料の支出について（９月アンケートハガキ送付分）
27,939

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業用後納郵便料の支出について（９月催促状②送付分）
377,319

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（9月分）
36,720

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度すこやか大阪２１推進事業用後納郵便料の支出について（９月アンケート受取人払分）
103,300

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
8,624

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
1,068

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
70,568

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
1,829

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
943

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
2,510

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
112,551

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
88,020

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
31,580
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健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（９月分）
81,544

健康局 健康づくり課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 扶助費　其他扶助金 がん検診推進事業用　償還払い金の支出について（９月分）
3,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（８月分）
163,483

健康局 生活衛生課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（８月分）
150,416

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 と畜検査事業用　第３４回全国食肉衛生検査所協議会理化学部会総会及び研修会の出席及び同経費の支出について
38,560

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧　外１点」の買入にかかる経費の支出について
10,454

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用天秤用プリンターの買入にかかる経費の支出について
64,584

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２８年８月分）
12,853

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用落射蛍光顕微鏡一式の買入経費の支出について
1,404,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用パラフィン包埋ブロック作製装置一式の買入経費の支出について
1,511,784

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
11,502

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
17,280

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
11,054

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
2,400

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
9,680

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（７月分）
3,060

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用剥皮刀（ハンドル）外４点の買入経費の支出について
60,739

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等示温材外３点の買入経費の支出について
17,064

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等示温材外３点の買入経費の支出について
38,772

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
2,592

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
5,888

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
6,928

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
11,172

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務委託料の支出について（８月分）
64,324

健康局 生活衛生課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（８月分）
59,190

健康局 生活衛生課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等窒素ガス(圧縮)の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
4,860

健康局 生活衛生課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用内寄生虫用薬の買入経費の支出について
5,832

健康局 生活衛生課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用触媒入りクォーツチューブセットの買入経費の支出について
56,160

健康局 生活衛生課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
820,686

健康局 生活衛生課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　医薬材料費 そ族昆虫防除事業用　虫よけスプレーの買入経費の支出について
6,426

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２８年度第１回全国食品安全連絡会議の出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２８年８月分）
7,738

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２８年８月分）
11,121

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２８年８月分）
15,523

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２カ月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の経費の支出について
1,100

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　損害保険料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２カ月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の経費の支出について
24,040

健康局 生活衛生課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 公課費　公課費 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」１２カ月点検継続検査にかかる印紙代手数料、自賠責保険料及び自動車重量税の経費の支出について
22,800

健康局 生活衛生課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 外国人滞在施設経営事業用　住宅地図の購入経費にかかる支出について
225,288

健康局 生活衛生課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 外国人滞在施設経営事業用　大阪市保健所環境衛生監視課事務室開設に係る物品等運搬業務経費の支出について
102,071

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用　ゴム印２号外１点買入にかかる経費の支出について
3,110

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外43点の買入にかかる経費の支出について（単価契約8月分）
406,771

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外43点の買入にかかる経費の支出について（単価契約8月分）
21,438

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＶＴ遺伝子検出キットの買入にかかる経費の支出について（単価契約8月分）
93,312

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入にかかる経費の支出について（９月分）
113,400

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外43点の買入にかかる経費の支出について（単価契約8月分）
175,079

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等カタラーゼ外43点の買入にかかる経費の支出について（単価契約8月分）
87,469

健康局 生活衛生課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小規模給水施設啓発指導事業用　平成２８年度飲料水衛生管理講習会の実施及び同経費の支出について
30,000
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健康局 生活衛生課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　滅菌プラスチックシャーレ（深型）外１点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
10,746

健康局 生活衛生課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２８年８月分）
20,515

健康局 生活衛生課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２８年８月分）
21,802

健康局 生活衛生課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用及び有害家庭用品規制指導事業用　消毒用エタノール又は酒税　免税アルコール製品外１点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
2,268

健康局 生活衛生課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用及び有害家庭用品規制指導事業用　消毒用エタノール又は酒税　免税アルコール製品外１点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
5,832

健康局 生活衛生課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　レジオネラCYE寒天基礎培地の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
31,968

健康局 生活衛生課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業用及び環境衛生営業指導事業用　10% 硫酸（希硫酸）外５点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
27,421

健康局 生活衛生課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業用及び環境衛生営業指導事業用　10% 硫酸（希硫酸）外５点の買入に係る経費の支出について（９月発注分）
2,160

健康局 生活衛生課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２８年８月東部生活衛生監視事務所外２件）
2,157

健康局 生活衛生課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２８年度全国食肉衛生検査所協議会近畿ブロック会議及び技術研修会にかかる参加分担金(資料代）の支出について
4,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２８年８月東部生活衛生監視事務所外２件）
566

健康局 生活衛生課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２８年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（平成２８年９月分）
97,027

健康局 生活衛生課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生一般事務用　平成２８年度官報情報検索サービス利用の実施及び同経費の支出について（平成２８年７～９月分）
6,480

健康局 生活衛生課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成28年度10月実施分）
40,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 有害家庭用品規制指導事業用　チオ硫酸ナトリウム外１点買入に係る経費の支出について（９月発注分）
1,760

健康局 生活衛生課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成28年度10月実施分）
5,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 食品衛生事業用試買検査検体購入経費の支出について（平成28年度10月実施分）
4,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生監視事務所管理運営用　複写電送装置５台の長期借入及び同経費の支出について（９月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等静電気除去シート外51点の買入にかかる経費の支出について
53,481

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等静電気除去シート外51点の買入にかかる経費の支出について
142,117

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等静電気除去シート外51点の買入にかかる経費の支出について
109,166

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等静電気除去シート外51点の買入にかかる経費の支出について
68,710

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等静電気除去シート外51点の買入にかかる経費の支出について
12,528

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用「医薬品の適切な使用に関する普及啓発リーフレット　外４点」の印刷経費の支出について
71,971

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用「医薬品の適切な使用に関する普及啓発リーフレット　外４点」の印刷経費の支出について
29,376

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用「医薬品の適切な使用に関する普及啓発リーフレット　外４点」の印刷経費の支出について
29,376

健康局 生活衛生課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 薬務事務事業用「医薬品の適切な使用に関する普及啓発リーフレット　外４点」の印刷経費の支出について
6,242

健康局 生活衛生課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「日本農林規格品質表示基準・食品編　追録」外１点の買入にかかる経費の支出について（８月納品分）
95,666

健康局 生活衛生課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定１２カ月点検継続検査の経費の支出について
24,840

健康局 生活衛生課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
81,180

健康局 生活衛生課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成２８年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務委託料の支出について（９月分）
9,999

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２８年８月分）
52,597

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
117,706

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成28年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会の出席及び同経費の支出について（平成28年10月26日開催）
28,240

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成28年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会・第60回生活と環境全国大会の出席及び同経費の支出について（平成28年10月26日～10月28日開催）
45,964

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２８年８月分）
3,826

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２８年８月分）
3,353

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
74,367

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（８月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施及び同経費の支出について（９月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　平成２８年度飲料水衛生管理講習会の会場使用料の支出について
28,250

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
74,594

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国食品衛生監視員研修会の出席及び同経費の支出について
36,860
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健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 と畜検査事業用薬用冷蔵ショーケースの修理経費の支出について
30,024

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
9,730

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（９月分）
45,405

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２８年９月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（９月分）
59,190

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　薬務台帳管理システム用機器の借入及び同経費の支出について（平成２８年９月分）
13,738

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　不動産賃借料 外国人滞在施設経営事業　大阪市保健所環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（１０月分）
3,600

健康局 生活衛生課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
6,350,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２８年度動物由来感染症対策技術研修会への出席及び同経費の支出について
28,580

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２８年度獣医事講習会への出席及び同経費の支出について
29,240

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 外国人滞在施設経営事業用　自転車の購入経費にかかる支出について
123,984

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 外国人滞在施設経営事業用　大阪市保健所事務室の電気料金の支出について（９月分）
4,580

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月
分） 12,765

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月
分） 9,591

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月
分） 10,368

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月
分） 12,798

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（８月
分） 12,798

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（９月
分） 12,765

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
23,580

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（８月分）
5,710

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　庁用器具費 外国人滞在施設経営事業用　電子レジスタ外２点の購入経費にかかる支出について
261,360

健康局 生活衛生課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　分担金 外国人滞在施設経営事業用　大阪市保健所事務室の管理費および修繕積立金の支出について（１１月分）
228,377

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
660

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
1,320

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年７月分）
95,369

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道規制指導用「簡易専用水道の衛生管理について　リーフレット」外３点の印刷に係る経費の支出について
11,456

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用猫白血病ウイルス抗原検出キット外２点の買入経費の支出について
99,614

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用日本農林規格品質表示基準・食品編追録外2点の買入経費の支出について
88,236

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導用「簡易専用水道の衛生管理について　リーフレット」外３点の印刷に係る経費の支出について
26,352

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導用「簡易専用水道の衛生管理について　リーフレット」外３点の印刷に係る経費の支出について
87,605

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 簡易専用水道規制指導用「簡易専用水道の衛生管理について　リーフレット」外３点の印刷に係る経費の支出について
108,000

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（９月分）
164,776

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所）の支出について（９月分）
6,537

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（９月分）
4,600

健康局 生活衛生課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用超音波洗浄機の買入経費の支出について
182,520

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
11,772

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ディスポーザブルメンブレンフィルターユニット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月）
68,159

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
81,950

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
3,326

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH4　標準液外35点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
34,949

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用塩素系殺ウイルス殺菌消毒薬外8点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
13,532

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
6,653

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ディスポーザブルメンブレンフィルターユニット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月）
65,869

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等過酸化水素外29点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
183,427

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用塩素系殺ウイルス殺菌消毒薬外8点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
51,786

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外14点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
29,786

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH4　標準液外35点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
44,269
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健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等過酸化水素外29点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
148,586

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等過酸化水素外29点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
69,984

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外14点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
63,342

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH4　標準液外35点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
80,708

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ディスポーザブルメンブレンフィルターユニット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月）
60,976

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等過酸化水素外29点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
1,944

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
50,368

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外14点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
4,568

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外15点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
34,020

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ｐH4　標準液外35点の買入にかかる経費の支出について（単価契約9月分）
70,330

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（９月分）
4,276

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（９月分）
141,092

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター照明器具修繕料の支出について
30,240

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所　９月分）
2,576

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　食品安全モニターにかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
1,319

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,862

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
6,982

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
6,729

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
7,228

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（９月分）
49,043

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２８年９月分）
5,396

健康局 生活衛生課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上実施にかかる経費の支出について（９月分）
6,804

健康局 こころの健康センター 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成28年9月7日開催分）
22,220

健康局 こころの健康センター 平成28年10月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成28年9月12日開催分）
19,400

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（５月組戻分）
9,762

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神保健指定医の診察に係る報酬及び旅費の支出について（５月組戻分）
480

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
266,325

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（８月分）
24,227

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（８月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（平成２８年８月分）
235,980

健康局 こころの健康センター 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成２８年９月１６日開催分）
18,600

健康局 こころの健康センター 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神科一次救急医療体制整備事業用等「セレネース錠０．７５ｍｇ外１５点」の買入にかかる経費の支出について
7,387

健康局 こころの健康センター 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神科一次救急医療体制整備事業用等「セレネース錠０．７５ｍｇ外１５点」の買入にかかる経費の支出について
64,352

健康局 こころの健康センター 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（10月3日開催分）
13,140

健康局 こころの健康センター 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・１０月審査分（概算））
115,104,795

健康局 こころの健康センター 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・１０月審査分（概算））
2,280,000

健康局 こころの健康センター 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（９月審査分・国保）入院費の支出について
456,825

健康局 こころの健康センター 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・８月審査分（追給）
412,146

健康局 こころの健康センター 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（９月分）
268,262

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,863,550

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
376

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
85,822

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,670,352

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,798

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（９月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
549

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
95,326

健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・１０月審査分（概算））
748,821,000
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健康局 こころの健康センター 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・１０月審査分（概算））
12,299,000

健康局 こころの健康センター 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度精神保健福祉関係職員現任研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成２８年８月２４日開催分）
12,900

健康局 こころの健康センター 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成28年度精神保健搬送車運行等業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
280,692

健康局 こころの健康センター 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神科一次救急医療体制整備事業委託にかかる経費の支出について（平成２８年８～９月）
4,527,440

健康局 こころの健康センター 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,850

健康局 こころの健康センター 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（９月審査分・介護）医療費の支出について
72,558

健康局 こころの健康センター 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
227,542

健康局 こころの健康センター 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（９月分）の支出について
8,360

健康局 こころの健康センター 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　厚生福祉（平成２８年７月～平成２８年９月）の買入にかかる経費の支出について
13,284

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（９月点検分）
73,836

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度うつ病の家族教室にかかる講師謝礼金の支出について（平成28年7月30日開催分）
12,960

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度　こころの健康講座（第３回）にかかる講師謝礼金の支出について（平成２８年１０月１４日）
15,380

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成２８年９月分）
27,888

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
293,555

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
31,103

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
900

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
10,624

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（９月分）
5,868

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにかかる回線使用料等の支出について（９月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（９月点検分）
284,807

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）
37,530

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（９月点検分）
126

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・９月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（９月点検分）
935

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託経費の支出について（平成２８年９月分）
235,980

健康局 こころの健康センター 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（９月締分）
6,340

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,180

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2812号）
169,620

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2815号）
52,810

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付：平成28年8月分）の支出について
61,546

健康局 保健所管理課 平成28年10月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　8月分）の支出について
1,385

健康局 保健所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（８月分）
22,021

健康局 保健所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
26,052

健康局 保健所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年８月分）
1,212

健康局 保健所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる理学療法士報償金の支出について（９月２日、９月８日開催分）
18,140

健康局 保健所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（2803号）
49,360

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（７月分）
26,886

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 保健所一般業務用公用車駐車場借上料の支出について（１０月～３月分）
1,176,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　10月分）
103,469

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 食生活習慣改善指導事業用インクジェットプリンタ外１点購入経費の支出について
76,464

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第53回日本小児アレルギー学会への出張旅費の支出について
52,420

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第53回日本小児アレルギー学会にかかる参加費の支出について
12,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（転地療養事業分）
233,280

健康局 保健所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　会費 保健所管理運営用　全国保健所長会第73回総会にかかる参加費の支出について
5,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用　紙ラベル外３４点の購入にかかる経費の支出について
119,880

健康局 保健所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市ぜん息児水泳教室事業（水泳訓練指導等）業務委託料の支出について
1,266,624
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健康局 保健所管理課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 ぜん息教室事業用ハンドクリーム外２点買入に係る経費の支出について
2,268

健康局 保健所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
1,920

健康局 保健所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
70,086

健康局 保健所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所８月分）
8,488

健康局 保健所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　10月分）
548,388

健康局 保健所管理課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成28年8月22日請求分)
4,300

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（放技検）市内出張交通費の支出について（７月分）
92,296

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（平成28年9月分）
3,235

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成28年度公衆衛生医学調査研究活動用図書の買入にかかる経費の支出について
2,565

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（平成28年9月分）
3,234

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料について（平成28年9月分）
6,469

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会用会場使用料の支出について（天王寺区民センター開催分）
33,560

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　図書購入費 平成28年度公衆衛生医学調査研究活動用図書の買入にかかる経費の支出について
16,524

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 平成２８年度　親と子の健康回復教室事業に係る会場使用料等の支出について
3,600

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関４・５月分）
7,762,050

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成28年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託料の支出について（８月分）
60,213

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成28年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託料の支出について（８月分）
52,481

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　親と子の健康回復教室事業に係る会場使用料等の支出について
21,800

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（１０月分）
613,743,340

健康局 保健所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（１０月支払分）
65,488,500

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務経費（平成28年9月分）の支出について（長期継続）
9,720

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成28年8月20日請求分)
28,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成28年10月分）（8月診療分確定払い）
3,479,428

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成28年10月分）（8月診療分　確定払い）
757,049

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成28年9月診療分　国保連）（10月審査分　概算払い）
10,055,930

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（9月2日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（9月2日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成２８年１０月支払分：国保）
16,245

健康局 保健所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　毎日新聞買入経費の支出について（保健所・７～９月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２８年度東海・北陸・近畿ブロック母子保健主管課長会議への出張及び同経費の支出について
6,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾病用母子保健医療費公費負担システム用ソフトウェアに係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成28年7月～9月分）
301,320

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 国民健康・栄養調査（市内出張交通費）平成２８年８月分の支出について
1,320

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成28年９月作成分）
4

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成28年9月作成分）
736

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成28年9月審査分）
4,606

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成28年9月作成分）
81

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成28年8月診療分　社保基金）
8,130

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成28年９月作成分）
3,767

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成28年９月審査分　国保連）
64,860

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成28年9月審査分　社保基金）
155,817

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成28年９月審査分　社保基金）
361

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成28年8月診療分　社保基金）
12,006

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成28年9月審査分）
2,538

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成28年9月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成28年８月診療分　社保基金）（９月審査分　確定払い）
8,289

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成28年９月診療分　社保基金）（１０月審査分　概算払い）
39,199,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成28年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
8,053,000
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健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成28年9月分（8月診療分）社保基金）（追給分）
3,087,366

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成28年10月分 社保基金）（9月診療分 概算払い）
6,409,634

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成28年9月分）
153,664

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成28年9月分）
537,824

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２８年度呼吸器講演会事業に係る報償金の支出について（平成２８年９月２６日開催分）
30,850

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 ぜん息児水泳教室事業に係る医師報償金の支出について（平成２８年９月分）
49,780

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成28年9月分）
5,140

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成28年9月分）
12,740

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 呼吸器講演会事業用案内兼参加申込書外３点の印刷請負にかかる経費の支出について
58,212

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　印刷製本費 呼吸器講演会事業用案内兼参加申込書外３点の印刷請負にかかる経費の支出について
25,110

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について　（平成２８年９月提供分：社保）
123

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成２８年９月審査分：社保）
3,967

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成２８年９月審査分：国保）
480

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２８年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２８年９月分）
138,348

健康局 保健所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成２８年１０月支払分：社保）
151,660

健康局 保健所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度地区組織活動育成事業用　健康づくり地区組織活動研修会における会場使用料の支出について（１０月２８日実施分）
27,400

健康局 保健所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成28年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる講師謝礼金の支出について（10月11日開催分）
16,260

健康局 保健所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用９月分）の支出について
723

健康局 保健所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 インフルエンザ予防接種自己負担費用助成事業に係る封入封緘業務委託料の支出について
60,265

健康局 保健所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入経費の支出について（平成２８年９月分）
50,068

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（８月分）
26,656

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（８月分）
5,872

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度１１月分保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1002、1101-1、1204、1205号室）の支出について
4,557,013

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年１１月分　保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1101-2号室）の支出について
321,358

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年度地域リーダー養成（健康講座保健栄養コース）用講師報償金(９月分)の支出について
426,380

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,540

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課健康栄養事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
34,510

健康局 保健所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度特定給食講演会周知用ハガキの購入経費の支出について
66,716

健康局 保健所管理課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第７５回日本公衆衛生学会総会への参加費の支出について
24,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第75回日本公衆衛生学会総会にかかる参加費の支出について
8,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　平成２８年度読売新聞買入経費の支出について（保健所）（７月分～９月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　平成２８年度朝日新聞買入経費の支出について（保健所）（７月分～９月分）
12,111

健康局 保健所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について(9月分)
581,763

健康局 保健所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務における委託料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成28年9月分）
2,544,388

健康局 保健所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2814号）
41,550

健康局 保健所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付：平成28年9月分）の支出について
80,659

健康局 保健所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について９月支払い分（再支出分）
1,777,200

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（放技検）市内出張交通費の支出について（８月分）
79,865

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保衛検）市内出張交通費の支出について（８月分）
42,670

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（平成28年9月分）の支出について
152,216

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　9月分）の支出について
11,303

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　9月分）の支出について
21,286

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）９月２日分
410

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（９月分）の支出について
231,599

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（９月分）の支出について
198,352

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 在宅療養支援計画ケース検討会従事医師報償金の支出について（９／２７開催分）
24,890

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（９月２９日・３０日開催分）
124,450
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健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる理学療法士報償金の支出について（９月２９日・３０日開催分）
11,980

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成28年度特定疾患医療従事者研修(保健師等研修)への出張及び同経費の支出について
28,580

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 難病患者療養相談会用会場使用料の支出について（西区民センター開催分）
33,760

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（１０月分）
6,166,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（１０月分）
48,414,600

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（１１月分）
1,485,364

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
2,986

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
574

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
300

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 難病患者療養相談会の実施にかかる従事医師報償金の支出について（１０月７日開催分）
74,670

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
230,005

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,229

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,730

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
3,512

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,656

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
9,123

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
82

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
15,597

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
62,080

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成28年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成28年10月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
860

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
603,333

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
1,220

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
219,968

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（９月分）
6,400

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２８年９月分）
94,599

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（９月分）
22,244

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　手数料 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
7,500

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 ぜん息児童の健康回復セミナー事業（事後勉強会・サッカー体験）に係る会場使用料の支出について
38,400

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（１０月支払決定分）
238,960,475

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（１０月支払分）
77,153,100

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
72,984

健康局 保健所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用療養費、療養手当、障害補償費及び手数料の支出について（１０月支払分）
133,860

健康局 保健医療対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
566,700

健康局 保健医療対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
346,915

健康局 保健医療対策課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
100,006

健康局 保健医療対策課 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
61,220

健康局 保健医療対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（医療指導グループ　９月２９日分）
370

健康局 保健医療対策課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
1,120

健康局 保健医療対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成28年９月分市内出張交通費の支出について
960

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
960

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
1,023

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
1,378

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
5,298

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成２８年９月分)
2,328

健康局 保健医療対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業・保健衛生情報調査研究事業用後納郵便料金の支出について（平成28年9月分）
82
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健康局 感染症対策課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＣＶ核酸増幅検査にかかる検体搬送業務委託（単価契約）　委託料の支出について（８月分）
12,960

健康局 感染症対策課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＣＶ核酸増幅検査業務委託（単価契約）その２　委託料の支出について（８月分）
16,200

健康局 感染症対策課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（8月分）
1,281,158

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ800す5191　自動車定期点検整備（法定12か月点検）の実施及び同所要経費の支出について
10,800

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核接触者健診事業用「アメジストクレイジングコットンＡ」買入にかかる経費の支出について
9,979

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 結核接触者健診事業用「斜面台」買入にかかる経費の支出について
9,396

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（８月分）
96,998

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№２３変更）
23,716

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４３変更）
6,695

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４５変更）
25,813

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№５１変更）
6,453

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（７月分）
39,582

健康局 感染症対策課 平成28年10月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（７月分）
22,626

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（３回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２８年８月分）
30,860

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
29,996

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
20,494

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
20,332

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（６月分）
6,224

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用等　マイクロプレートカバー外１点の買入にかかる経費の支出について
4,320

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用等　マイクロプレートカバー外１点の買入にかかる経費の支出について
3,780

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務の実施及び同経費の支出について（8月1日/8月26日実施分）
24,000

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度大阪市結核解析評価検討会議事録作成業務にかかる経費の支出について（8月31日開催分）
26,568

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.911）
14,501

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（８月分）
200,178

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（８月分）
345,189

健康局 感染症対策課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（７月戻入分）の支出について
9,990

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（７月分）
3,515

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（７月分）
12,772

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（８月分）
34,185

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ買入れに係る所要経費の支出について（８月２６日発注分）
226,800

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用等　ニトリル検査検診用グローブ外４点の買入にかかる経費の支出について
9,841

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用等　ニトリル検査検診用グローブ外４点の買入にかかる経費の支出について
22,280

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用等　ニトリル検査検診用グローブ外４点の買入にかかる経費の支出について
2,256

健康局 感染症対策課 平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症検査事業用等　ニトリル検査検診用グローブ外４点の買入にかかる経費の支出について
5,263

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 「エックス線直接撮影用フィルム 外１点」買入にかかる経費の支出について
616

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　小試験管買入れに係る所要経費の支出について（８月２６日発注分）
24,300

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 「エックス線直接撮影用フィルム 外１点」買入にかかる経費の支出について
44,323

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 「エックス線直接撮影用フィルム 外１点」買入にかかる経費の支出について
16,621

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（平成28年9月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（８月分）
15,444

健康局 感染症対策課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（８月分）
27,324

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
292,554

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（９月分）
9,720

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 平成２８年度結核研究所研修「保健師・対策推進コース」の受講にかかる資料代の支出について（第１回～第２回分）
43,200

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核検診車（ひまわり26号）搭載エックス線デジタル装置保守点検業務委託料の支出について（第二四半期）
199,800

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器の長期借入及び同経費の支出について（９月分）
41,040
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健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料の支出について（９月分）
5,832

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（９月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
3,880

健康局 感染症対策課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 予防接種後健康状況調査に係る郵便切手の買入経費の支出について（平成28年10月17日買入分）
79,280

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
262,173

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（８月分）
37,371

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№５変更）
8,308

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№４５変更）
37,590

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）国保一般
2,303,775

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）国保一般
636,166

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）後期高齢
154,359

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（10月概算分）後期高齢
2,700,057

健康局 感染症対策課 平成28年10月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成28年７月分）
660,680

健康局 感染症対策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
1,220

健康局 感染症対策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症事業用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（８月分）
720

健康局 感染症対策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４７変更）
12,342

健康局 感染症対策課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４６変更）
13,955

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
34,330

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
24,158

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
16,826

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（９月分）
6,853

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）国保一般
2,538

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（９月分）後期高齢
4,418

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№１２変更）
3,146

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（10月概算分）
5,938,117

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（10月概算分）
29,568,883

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成28年度予防接種台帳管理システム保守業務委託料の支出について（９月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２８年９月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢゴールド用専用採血管」の購入にかかる経費の支出について（平成28年8月15日発注分）
340,200

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢゴールド」の購入にかかる経費の支出について（平成28年8月15日発注分）
383,400

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成28年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成28年９月分）
114,706

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度喀痰検体等搬送業務委託にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
3,456

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 予防接種事業用　インフルエンザ予防接種予診票外５点の印刷に係る所要経費の支出について
1,196,927

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　印刷製本費 予防接種事業用　インフルエンザ予防接種予診票外５点の印刷に係る所要経費の支出について
318,718

健康局 感染症対策課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（9月分）
1,309,301

健康局 感染症対策課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者健診事業実施用　医薬材料（真空採血管バキュティナＥＤＴＡ２Ｋ）の買入にかかる経費の支出について
7,776

健康局 感染症対策課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者健診事業実施用　医薬材料（真空採血管ＳＳＴ外1点）の買入にかかる経費の支出について
23,608

健康局 感染症対策課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 被爆者健診事業実施用　医薬材料（真空採血管血糖検査用）の買入にかかる経費の支出について
6,674

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２８年８月分）
1,520

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２８年８月分）
42,402

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（８月分）
39,000

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№３４変更）
3,307

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４１変更）
2,258

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№３８変更）
44,124

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（９月分）
4,164,102

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（８月分）
378,309,274

健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 予防接種健康被害救済事業用　障害年金の支出について（第3四半期）
22,240,272
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健康局 感染症対策課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 感染症対策事業用市内出張交通費の支出について（２８年８月分）
150

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症発生動向調査事業用　平成28年度動物由来感染症対策技術研修会への職員の派遣及び同経費の支出について
29,240

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　エスプラインＨＢｓＡｇ買入れに係る所要経費の支出について（８月２６日発注分）
10,584

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット買入れに係る所要経費の支出について（９月２８日発注分）
91,800

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（大阪市保健所感染症対策課）9/1分
1,070

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
400,960

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（９月分）
229,878

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.861）
16,207

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（９月分）
7,452

健康局 感染症対策課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（９月分）
4,212

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（9月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（9月分）
11,778

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（9月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
22,946

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（９月分）
343,280

健康局 感染症対策課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（9月分）
311,880

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２８年９月分）
41,260

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（９月分）
27,552

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（９月分）
4,247

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「キャピリアＴＢ－Ｎｅｏ」の購入にかかる経費の支出について（平成28年9月28日発注分）
1,339

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
608

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
14,102

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
420

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（９月分）
4,044

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
140

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）旭町郵便局分
1,800

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
12,306

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（９月分）
10,810

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
850

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
3,339

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
5,267

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（８月分）
821,678

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№３６変更）
53,804

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№４４変更）
6,614

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№２変更）
7,582

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）旭町郵便局分
82

健康局 感染症対策課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（９月分）阿倍野支店分
243,047

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（１０月５日分）
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（８月分）
52,330

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２８年度認定簡易専用水道検査員講習会への出席及び同経費の支出について
36,180

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成２８年度国立保健医療科学院短期研修「食品衛生監視指導研修」の受講及び同経費の支出について
56,470

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所環境衛生監視課）９月５日分
10,000

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（１０月２４日分）
20,000

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
18,108

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事務用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生８月分）
7,400
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健康局 環境衛生監視課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「蛍光マーカーペン外３７点」買入に係る経費の支出について
112,968

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 平成２８年度認定簡易専用水道検査員講習会受講料の支出について
50,000

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
6,320

健康局 環境衛生監視課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（９月分）
113,776

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（８月分）
20,719

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（８月分）
7,497

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（８月分）
59,497

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
2,230

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（８月分）
5,600

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）９月分の支出について
410

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便の支出について（Ｈ２８．９月分）
21,528

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 平成２８年度西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」冷暖房装置(カーエアコン)修理にかかる経費の支出について
99,252

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成２８年度８月分）
12,750

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 平成２８年度８月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
10,777

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 生活衛生監視事務所事業用トナーカートリッジ外３点の購入にかかる経費の支出について（北部生活衛生監視事務所外４事務所所管　平成２８年度第１回）
87,631

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)平成２８年度９月分の支出について
200

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)平成２８年度９月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成２８年度９月分）
11,980

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 平成２８年度西部生活衛生監視事務所事業用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（９月発送分）
242

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２８年度西部生活衛生監視事務所事業用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（９月発送分）
22,464

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２８年度西部生活衛生監視事務所事業用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（９月発送分）
10,764

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（８月分）
19,638

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（８月分）
17,963

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所「ふぐ衛生講習会」にかかる会場使用料の支出について
18,350

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
100

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,110

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,528

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
82

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（９月分）
21,216

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所の駐車場借上料金の支出について（１０月～３月分）
441,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月06日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（８月分）
13,371

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
1,000

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（９月分）
540

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用及び同経費の支出について（１０月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（９月分）
29,872

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便料の支出について（９月分）
24,076

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月04日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
3,346

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月04日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（８月分）
1,784

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（８月分）
12,479

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
750

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金９月分の支出について
864

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費９月分の支出について
7,120

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（９月分）
10,263

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（９月分）（更新案内用及び仕出し・弁当施設の食品衛生講習会用）
30,524

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラッテックスパウダーフリー手袋外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
55,080

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リチウムイオンバッテリー　買入にかかる経費の支出について
14,904

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　０．１ｍоｌ／Ｌ塩化マグネシウム溶液　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
2,095
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健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム外３９点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　８月分）
685,017

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　超高純度ヘリウムガス　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
25,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　エアベントフィルター外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
125,172

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＥＤＴＡ・２Ｎａ溶液外10点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
146,286

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シルデナフィルクエン酸塩　買入にかかる経費の支出について
25,920

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　５楕円スライドグラス外69点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　８月分）
1,644,786

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ラベル用ブランクシート外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
44,172

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体アルゴン外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
47,088

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月05日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＶＰ試験用試薬Ａ　買入にかかる経費の支出について
6,642

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 独法準備用　地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所出納の取扱金融機関選定審査委員会（９月16日開催分）にかかる経費の支出について
39,894

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 独法準備用　地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所出納の取扱金融機関選定審査委員会（９月16日開催分）にかかる経費の支出について
2,780

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　多重波高分析器　買入にかかる経費の支出について
4,104,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　過マンガン酸カリウム溶液外10点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
381,110

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　環境科学研究所高木等剪定業務委託の実施及び同経費の支出について
645,840

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　サンプリイングチューブ　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
12,744

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＭＳ用キャピラリーカラム外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
140,497

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　読売新聞定期購読　買入にかかる実施及び経費の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　シール容器外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約 ９月分）
17,696

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　毎日新聞外１紙定期購読　買入にかかる経費の支出について（平成28年７月～９月分）
25,638

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　産経新聞定期購読　買入にかかる経費の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月12日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
6,480

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
362

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
3,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
20,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金繰り戻し（９月繰り戻し手続き分）の支出について
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用カラム外３点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
83,700

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イソプロピルアルコール検知管外７点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
88,624

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＬ2005農薬ＧＣ／ＭＳＭＩＸⅠ外13点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
469,087

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　キレートファイバーカートリッジ外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
26,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　排気ガス洗浄装置等保守点検業務委託の実施及び経費の支出について
993,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 備品購入費　機械器具費 研究検査用　ＤＮＡシーケンサ　買入にかかる経費の支出について
19,731,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ギ酸ナトリウム　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
885

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　アルミホイル外26点　買入にかかる経費の支出について
164,414

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月19日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１５ｍｌプラスチック遠沈管外１５点　買入にかかる実施及び経費の支出について（単価契約　９月分）
492,697

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
2,220

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
6,590

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
32,822

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
8,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月20日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（９月分）
3,250

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　第64回日本ウイルス学会学術集会の出席に係る旅費の支出について
35,620

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　朝日新聞定期購読　買入にかかる経費の支出について（平成28年７月～９月分）
12,111

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
3,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金　にかかる経費の支出について（９月分）
27,021

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１ｍоｌ／ｌ酢酸アンモニウム水溶液外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　９月分）
274,600

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　マッコンキー寒天培地　買入にかかる経費の支出について
14,418

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約９月分）
1,555

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約９月分）
389
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健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約９月分）
194

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　ILL文献複写等に係る手数料の支出について（第２四半期分）
9,455

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約９月分）
2,333

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　高度安全超微量化学分析室空調機　修繕にかかる経費の支出について
349,920

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月25日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　図書室文献検索のインターネットプロバイダー使用にかかる経費の支出について(９月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　第112回日本食品衛生学会学術講演会の出席に係る旅費の支出について
56,580

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　15ｍＬプラスチック遠沈管外10点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
277,236

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月26日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　50ｍＬプラスチック遠沈管外６点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
151,108

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について(９月分)
10,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 研究検査用　緊急対応用携帯電話（微生物保健Ｇ）使用にかかる経費の支出について　　(９月分)
579

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計－２　装置一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ＥＴＣ高速道路使用にかかる経費の支出について(８月分)
6,970

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高速液体クロマトグラフ質量分析計―２　装置長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
37,476

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析計－７　装置一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
504,525

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　100ｍＬプラスチック遠沈管外12点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
271,717

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月28日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　イオン交換樹脂カートリッジ　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
18,360

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　3130ＰＯＰ－７ポリマー外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
584,107

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＣＯリング外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　10月分）
14,094

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　インターネット回線使用にかかる経費の支出について(９月分)
5,367

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　後払宅配郵便にかかる経費の支出について（９月分）
656

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について(単価契９月分）
21,870

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　一般廃棄物搬出処理業務委託にかかる経費の支出について(単価契約9月分）
8,521

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　庁舎清掃業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
475,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　常駐警備業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
569,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析計－４　装置一式借入(長期継続)にかかる経費の支出について（９月分）
326,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
102,848

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析計-５　装置一式長期借入（再リース）その３にかかる経費の支出について（９月分）
25,563

健康局 環境科学研究所管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境科学研究所）一式　長期継続にかかる経費の支出について（９月分）
44,086

人事室 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（８月分）
59,719

人事室 総務課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター８月分）
10,260

人事室 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
108

人事室 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
392

人事室 総務課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
864

人事室 総務課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（９月分）
2,457

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
10,372

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（上半期）
2,080

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
1,096

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（９月分）
60,229

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
129

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
450

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
720

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
950

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
20,003

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター８月分）
10,260

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
94,448

人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
142,449
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人事室 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（10月分①）
8,603

人事室 人事課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（８月分）
4,405

人事室 人事課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成28年7月実施分）
324,550

人事室 人事課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成28年８月分）
21,080

人事室 人事課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　特別顧問にかかる報酬等の支出について（平成28年８月分）
360

人事室 人事課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　リサイクルトナー（リターン方式）の購入経費の支出について
56,700

人事室 人事課 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成２８年度職員被服貸与事業用　作業帽Ｂほか１点概算買入の実施にかかる経費支出について
290,044

人事室 人事課 平成28年10月13日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　安全長編上靴(踏み抜き防止板有）ほか２点概算買入の実施にかかる経費支出について
9,413,226

人事室 人事課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　広告料 人事事務用　大阪市区長・所属長公募の募集要項掲載業務にかかる広告料の支出について
10,800

人事室 人事課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員放射線被曝線量測定業務委託(概算契約)の実施にかかる経費の支出について(平成28年度8月分)
46,699

人事室 人事課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成28年9月開催分）
144,798

人事室 人事課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成28年9月開催分）
390

人事室 人事課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成28年９月分）
5,350

人事室 人事課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　作業服1類合冬用シャツ概算買入の実施にかかるへ経費支出について
4,266,097

人事室 人事課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（９月分）
8,600

人事室 人事課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　作業服1類合冬用上衣(ブルゾン型）概算買入の実施にかかる経費支出について
5,284,612

人事室 人事課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（１０月分）
233,673

人事室 人事課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　広告料 人事事務用　大阪市区長・所属長公募の募集要綱掲載業務及び求職者へのダイレクトメール送信業務にかかる広告料の支出について
1,080

人事室 人事課 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 人事事務用　大阪市区長・所属長（局長）公募説明会にかかる会議費用の支出について
33,732

人事室 人事課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　安全半長靴(踏み抜き防止板有）ほか1点概算買入の実施にかかる経費支出について
7,759,800

人事室 人事課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　安全短靴（踏み抜き防止板有）ほか1点概算買入の実施にかかる経費支出について
6,480,864

人事室 人事課 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月受診分）
10,256,195

人事室 人事課 平成28年10月25日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月受診分）
403,210

人事室 人事課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度職員定期健康診断業務委託Ａ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（８月分）
12,438,900

人事室 人事課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（平成28年９月分）
55,706

人事室 人事課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員被服貸与事業用　作業服３類上衣ほか２点買入（概算）の実施にかかる経費支出について
1,445,115

人事室 人事課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（９月分）
13,772

人事室 人事課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成28年10月請求分）
2,703

人事室 人事課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　再就職等規制違反に関する外部通報窓口設置運営業務委託にかかる経費の支出について（平成28年度上半期分）
12,960

人事室 給与課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 備品購入費　図書購入費 給与事務用　書籍購入にかかる経費の支出について（新版逐条地方公務員法　第４次改訂版　ほか１件）
30,240

人事室 給与課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成28年９月分）
1,792

人事室 給与課 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　公務員給与事務提要ほか２件概算買入の実施にかかる経費の支出について（第２四半期分）
25,920

人事室 給与課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　問答式財政会計の実務ほか１件概算買入の実施にかかる経費の支出について（第２四半期分）
9,600

人事室 管理課 平成28年10月05日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成２８年度　互助会交付金の支出について（１０月期分）
4,715,000

人事室 管理課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（１０月７日支払分）
449,910,000

人事室 管理課 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
18,080

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務関連システム再構築に係る他都市訪問調査の管外出張命令及び経費の支出について
56,520

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用総務事務センター倉庫書類等移動運搬作業の実施にかかる経費の支出について
102,600

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２８年１０月払　失業者の退職手当の支出について（１０１）
174,853

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２８年１０月払　退職手当の支出について（１０１）
562,505,208

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 平成２８年度１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
3,307,778

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２８年度１０月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
20,924,882

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 平成２８年１０月払分　扶助料の未済給付について
66,000

人事室 管理課 平成28年10月14日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２８年１０月払　退職手当の支出について（２１０）
44,416,918

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,732,192

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
10,468,419

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
537,200
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,911,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
523,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
448,125

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,406,990

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
347,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
760,338

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成２８年１０月　給与の支給について
4,176,885

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
28,965,195

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
22,735,115

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
15,182,260

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
38,551,741

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
11,759,708

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
14,556,857

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
15,398,198

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
11,983,930

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
26,669,230

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
508,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
788,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
473,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
676,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,185,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
495,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
509,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
252,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,361,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,203,213

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,529,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,377,923

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,684,147

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,596,316

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,702,649

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,092,033

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,782,695

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,736,102

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
32,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,500
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
247,896

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,549,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
594,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,037,845

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,166,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
958,550

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
608,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
619,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
380,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
964,801

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,680,665

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,085,216

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,437,058

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
373,439

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,290,551

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
15,129

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,440,886

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,249

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
22,416

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,474

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
381,455

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,566

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,278,225

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,223,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,163,520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,427,070

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,505,431

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,569,870

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,709,590

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,266,290

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
769,180

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,671,540

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
212,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
183,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
352,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
373,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
562,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
254,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
541,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
592,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
437,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
907,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,750
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,168,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,013

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,078,027

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,760,828

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,526

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,640

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（９月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム端末機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
2,894,940

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
8,093,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,138,209

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
60,524

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
459,288

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
598,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,576

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
51,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,048

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,077,049

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,562,560

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,224,594

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
781,125

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
747,216

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
567,830

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
95,422

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,339

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,810

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
40,020

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
566,632

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,380

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
61,131,294

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,819,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,792,158

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,314,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,228,252

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,460,885

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
987,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
774,809

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,174,306

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,549,474

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
303,140

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,425,308

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
303,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
246,278

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
40,241,403
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
34,050,374

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
42,349,915

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
42,958,569

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
53,468,814

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
41,199,532

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
35,848,208

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
41,503,881

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
39,313,097

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
62,118,718

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
82,732,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
116,887,387

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
41,732,302

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
34,015,827

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
37,104,256

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
40,092,546

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
69,105,274

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
59,850,050

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
43,134,488

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
47,291,308

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
65,529,846

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
53,941,617

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
64,888,748

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
44,625,726

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,181,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,518,909

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,885,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,982,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,335,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,016,604

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,531,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,230,620

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,252,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,176,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,130,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,114,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,536,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,601,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,142,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,606,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,106,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,446,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,176,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,287,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,824,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,527,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,141,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,227,000
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,185,489

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,854,719

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,934,235

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,130,784

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,180,316

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,911,652

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,215,083

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,238,325

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,268,318

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,657,324

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,468,323

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,262,781

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,926,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,770,310

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,713,283

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,237,786

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,305,388

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
14,145,989

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,944,294

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,416,089

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,126,609

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,995,227

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,166,810

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,440,952

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
245,462

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
723,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,339,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
524,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
595,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
866,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
809,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
661,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
809,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
738,150
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
880,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,008,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,703,644

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,269,303

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,395,314

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,217,529

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,042,142

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,442,722

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,974,345

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,342,973

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,780,498

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,488,288

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,206,593

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,998,547

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,177,670

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
125,243

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,466,409

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,389,531

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,366,243

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,322,089

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,024,203

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,328,116

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,557,189

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,070,609

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,706,855

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
52,836

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,138,840

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,100,079

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,298,898

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,189,914

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,029,715

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,566,135

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,984,103

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,545,443

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,806,660

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,759,932

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,138,960

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,914,109

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,212,255

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,920,845

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,968,519

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,505,720

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,598,363

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,732,664

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,575,756

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,839,257
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,555,209

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,766,099

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
14,117,437

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,855,553

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,824,908

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,566,056

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,160

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,120

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
990

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,560

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,930

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,930,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,193,175

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,521,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
811,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
787,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
465,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
678,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
716,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
790,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
535,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
668,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
672,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,537,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
866,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,009,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,127,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,341,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
883,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
991,800
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,325,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,223,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
893,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,554,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
756,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
21,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
129,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
41,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
131,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
639

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
70,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,823,059

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,157,320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,222,831

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,780,048

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,257,395

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,803,156

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
83,210

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,164,306

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,673

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,074

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,593,871

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,232

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
994,315

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
220,734

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420,113

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,392,544

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,546,671

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
415,690

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,595

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
487,832
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,423,091

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,078

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,031

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
997,623

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,277,837

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,759,288

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
211,640

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
978,014

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,046

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,102,899

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,000,055

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
984,711

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,073,097

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,013,812

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,401,875

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,959,010

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
209,912

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
943,322

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,211,425

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,046

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,761,261

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,777,482

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,466,457

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
220,171

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
598,466

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
991,930

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,648,984

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
974,745

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
451,621

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,039,682

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,146

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,065

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
110,940

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
279,579

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
95,420

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
86,421

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
93,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
101,505

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
224,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
90,736

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
478,787

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,385

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
168,520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
86,478

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
26,981

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
49,419
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
111,413

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
43,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,561

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,308

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,561

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
112,395

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,308

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,454

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,126

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,192

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
48,652

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
53,822

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
269,936

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
172,377

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,239

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
54,197

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
31,613

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
156,617

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
78,761

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,688

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
67,887

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,581

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
13,381

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
91,087

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
150,107

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
22,307

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
316,331

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
157,831

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
224,042

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,108

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
320,906

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,125

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
40,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
573,520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,544

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,072

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,870

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
97,157

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
69,905

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
840

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
560

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
35,363,782

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,235,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,231,314
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,028,850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,362,707

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,226,605

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
802,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,095,618

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
201,936

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,262,535

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
285,912,322

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
371,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
182,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
182,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
914,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
182,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
365,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,343,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
49,124,254

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,472

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
29,248

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
29,248

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
29,248

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
146,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,843,350

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,675

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,451,168

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,791

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,308

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
177,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
46,329

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
16,254

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
98,340

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
41,281

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
22,398

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
29,671

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,220

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,109

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
23,330

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
66,282

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,965

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
149,470

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
72,234

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
38,261

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
38,451

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,762

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
194,805

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,617

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
23,284,769

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,482,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,558,595

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,953,190

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,277

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
227,079

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
665,013

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
117,171

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,463,985

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,246,728

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,091,781

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,278,802

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,620,490

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,927,675
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,013,021

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
792,332

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
628,806

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
817,893

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
114,721

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
402,177

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
112,338

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
485,844

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,814

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,397,505

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
119,976

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
65,128,251

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,299,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,576,217

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,462,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,568,012

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,958,216

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,579,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,020,069

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
312,295

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,196,561

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,580

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
149,822

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成２８年１０月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
304,172

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
21,640,341

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
629,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,868,782

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
948,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,263

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,504

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,801

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
21,372

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,872

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,739

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,921

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,730

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,888

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,395

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,533

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
44,149

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,594,517

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,026

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,304

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,966

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,504,930

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
308,600
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,911

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
183,291

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
209,808

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,390

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
71,770

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
36,583,628

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,691,682

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
552,270

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,395,670

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
937,292

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
535,440

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,006,121

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
732,896

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,196,927

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,390,783

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,398,108

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,077,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,099,947

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,616,843

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
567,473

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
129,642,414

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,514,809

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,150,334

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,425,618

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,359,133

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,616,614

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,868,343

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,060,172

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,215,298

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,899,790

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,233,112

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
67,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
990,215

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,565,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
81,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
94,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
51,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
128,600
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
91,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
74,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
106,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
60,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,252,154

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
159,024

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
89,376

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
167,296

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
204,176

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
254,848

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
251,296

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
191,872

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
213,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
95,904

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
127,424

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
251,504

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
230,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
306,432

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
213,820

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
263,376

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
221,792

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
254,256

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
237,877

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
327,856

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
266,448

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
344,288

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
290,091

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
198,352

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
92,448

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
22,797,026

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
742,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,605,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,041,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,647

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
14,494,718

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
854,636

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
515,840

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
282,870

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
80,380

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
121,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
351,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
136,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
210,920

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
258,710

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
138,730

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
63,350

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
178,540

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
152,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
228,610

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
281,510

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
115,230

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
253,870

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,304,840

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
189,170

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
279,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
151,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
333,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
137,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
15,497,228

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
615,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,173,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,356,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,762,110

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
440,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
16,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
582,740

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,006

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
150,777

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,270

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,254,929

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
861,931

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
169,508

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,620

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
67,196

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,458,536

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,469,345

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
965,295

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,652

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,725

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,692

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
234,812

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
87,685

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
232,704

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,362

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
246,010

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
720

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,575

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180,354

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
305,042

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
152,008

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
13,236

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
790

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,651,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
229,033

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,170

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
285,103

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
118,612

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
157,410

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
780

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,725,596

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
104,752,132

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,759,292

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,990,420

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
236,693

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
80,564



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
380,666

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,931

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,113,862

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
902,287

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
78,216

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,096,026

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,956,730

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
67,260

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
196,145,064

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,600,890

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
34,402,666

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
252,047

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,101,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,374,794

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,020

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,610

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,989

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
32,107,266

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,098,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
75,480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,139,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
45,770

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,964

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,515

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,018,592

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
170,912

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,630

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
312,331

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,593

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
888,937

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
81,733

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,299,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
132,567

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,875

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,632

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
229,087

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
60,157

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,391,231

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,231,316

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,564

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
56,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
9,381

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
100,650
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
642,317

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,561

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,254,882

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
43,762

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
160,570,460

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
149,920,366

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
157,356,376

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,022,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,339,804

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,220,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,870,354

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,619,271

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,840,792

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
974,531

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,460,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,008,603

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
78,615

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,295,835

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
35,272,017

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
23,119,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
32,082,255

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,173,836

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
440,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,170,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,345,660

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,560,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,610

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
513,678

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
414,692

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,937

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,567,638

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
386,502

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
213,716

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
555,995

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,436

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,378

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,640

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,640

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,660

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
61,416

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,230,925

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,393,211

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,237,179

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,205,695

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,374,331

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,689,427
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
656,574

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,634

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,328,220

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
291,185

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
45,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
396,784

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
860

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
159,160

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
57,740

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,720

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
361,484

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,720,294

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
800,029

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
27,740

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,713,063

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
556,292

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
54,887

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
256,860

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,930

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,451,972

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
345,330

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
431,816

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
48,573,169

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,183,049

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,100,818

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
283,711

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
321,695

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,828,091

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
93,020

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,220

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,767,020

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,789,329

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
245,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,829,476

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
81,690

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
615,529,108

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,447,943

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
106,317,415

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,490,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,057

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,968,215

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
75,802,332

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
23,543,190

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,660,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
46,300
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,726

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２８年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
1,593,003

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
628,596

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,621

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,080

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
55,870

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
205,094

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,814,543

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,035,349

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
154,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
139,020

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
239,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,180

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
66,160

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
105,345,303

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,391,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,771,716

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,548,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,284,619

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
15,122,776

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,783,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
132,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
370,849

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,332,719

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,948

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
78,266

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
210,122

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,440

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,580

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
156,901

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,680

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
558,675

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,519

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,916

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
108,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
587,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
484,670

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
420

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
771,772

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
91,544

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 旅費　委員旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
43,814,812

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
291,924,202

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
108,893,465
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,094,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
16,497,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,524,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
50,932,583

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,722,825

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,080,796

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
896,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,109,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
116,850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,890,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
9,729,424

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,100,590

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,532,413

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,847,995

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,663,094

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
47,721,872

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,370

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
209,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,588,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
858,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,315,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
55,350

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
302,879

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,944

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
574,620

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
724,092

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
830,380

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
927,612

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,781

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
120,290

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
173,310

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,520

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,410

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
382,532

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
191,266

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
385,188

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,053,178

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,705,104

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
228,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
293,818

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
702,016

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
98,329
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
934,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
668,310

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
385,309

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
29,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
104,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,083

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,206

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
205,144

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,146

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
214,691

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
42,880

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
30,620

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,330

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,960

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,225,468

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
206,720

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
52,399

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
457,590

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,452,453

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
318,923

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
74,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
55,632

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
415,488

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
713,623

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
62,198

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,669

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
213,910

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
893,918

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
158,192

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
180,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,165,723

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
641,656

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,043,676

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
885,205

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
259,682

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
178,096

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
46,112
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
151,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
178,738

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
73,507

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
106,030

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
196,137

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
65,670

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
26,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
35,580

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
118,350

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,310

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
257,987

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
42,775

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
283,146

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
395,635

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,710

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
177,567

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
213,272

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
494,454

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,540

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
633,929

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
213,989

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
457,590

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
25,434,403

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
13,788,451

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
433,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,447,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,476,963

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,383,739

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
299,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
142,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
542,148

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,451,362

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,055,922

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
5,566,206

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
288,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
346,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
7,347,133

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
235,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,293,620

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
219,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,856,797

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
756,100
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
178,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,210,692

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
40,581,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,672,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,069,913

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
661,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,118,487

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
31,253

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,300,187

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
753,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
143,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,118

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,824,349

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
244,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
701,415

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
570,859

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
679,110

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
73,380,739

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,410,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,961,002

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,826,850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,627,775

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,317,570

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,153,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
321,843

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
77,688

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
893,615

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,069

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
47,783,370

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,710,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,263,178

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,862

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,129,599

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,588,810

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
67,220

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
874,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,823

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,129

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
538,320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,673,848

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
233,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
640,193

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
346,011

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
292,690
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
151,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
70,006,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,491,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,301,276

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,859,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,515,348

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
8,023,890

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,541,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
182,104

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
406,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
94,080

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
193,573

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,494,517

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
249,135

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
214,748

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
473,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,104

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,016

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,154

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,114

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
37,304,575

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,464,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,483,136

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
543,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,905,016

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,685,537

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
818,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
7,500,592

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
284,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,341,819

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
304,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
579,153

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
767,290

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
208,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
343,926

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
57,024

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
92,896

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
387,740

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
14,835,383

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
333,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,591,494

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
466,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,119,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,374,710

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
394,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
207,796

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
85,580
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
684

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,080

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
998,386,179

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
50,195,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
174,772,069

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
10,395,850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
121,237,048

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
76,287,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,546,820

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,446,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,051,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
17,171,837

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２８年１０月　給与の支給について
978,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２８年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
27,708

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
566,224

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,943,882

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
791,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
102,180

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
57,659

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
315,770

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,943,675

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
299,320

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,037,220

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,440

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 平成２８年１０月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
206,759,277

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
6,551,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,276,540

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
11,425,852

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
116,850

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
17,809,709

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,356,242

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,413,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,446

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
902,564

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,041,972

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,727,445

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,940,045

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
164,890

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
802,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
198,276

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,191

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,630,407

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
253,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,540
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
104,958

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
961,373

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
65,949

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
315,413

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
73,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,640

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,140

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
70,442,681

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
221,319

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
141,181

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,445

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,014,716

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
842,630

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,768,848

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
200,304

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
179,067

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,451,959

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,531,514

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,938

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
689,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
33,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,113,499

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,416,211

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
610,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
14,241

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,680

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
539,301

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,425

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
253,204

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,925,410

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,728,242

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
384,324

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,117

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
812,424

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,240

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
172,083

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
656,615

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,158,068

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
244,556

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,890

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
497,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
791,071

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,607,967

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
362,663

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,446
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人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,877

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
358,940

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
213,007

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
480

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,938

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,150,208

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
400,432

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
156,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
248,942

人事室 管理課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
470,130

人事室 管理課 平成28年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
137,525

人事室 管理課 平成28年10月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,882

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,244,895

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
176,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
741,920

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
76,950

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
239,396

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
610,290

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
814,932

人事室 管理課 平成28年10月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
291,030

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,135,997

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,912,043

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,035,579

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,345,427

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,905,354

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,999,075

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
6,834,917

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,247,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,597,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
12,646,671

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,245,528

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,331,225

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
5,062,258

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,975,449

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
5,726,281

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,067,455

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,773,190

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
5,060,605

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,232,517

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,882,725

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
4,398,316

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
5,624,386

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,297,193

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,558,898

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,326,220
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人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
94,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
127,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
149,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
47,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
153,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
66,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
134,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
166,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
116,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
144,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
141,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
79,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
151,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
132,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
72,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
98,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
367,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
186,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
140,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
101,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
195,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
508,720

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,165,868

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
560,280

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
604,555

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
565,158

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
564,424

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
505,558

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
487,952

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
857,033

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
525,393

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
608,694

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
546,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
526,032

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
566,586

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
965,198

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
483,696

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
865,596

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
549,488

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
484,688

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
739,232

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
956,272

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
833,549
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人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,142,949

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
728,608

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
837,818

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,258,968

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
597,784

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
312,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
475,250

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
417,875

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
484,465

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
431,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
326,460

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
646,667

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
142,710

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
331,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
656,596

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,313,120

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
531,975

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
476,155

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
621,560

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
329,090

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
908,670

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
517,958

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
569,202

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
269,529

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
405,345

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
483,445

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
431,479

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,135,623

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
736,223

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
51,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
469,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
105,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
70,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
239,000
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人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,069,040

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,070,669

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
31,673

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
13,179,803

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,989,932

人事室 管理課 平成28年10月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
820,660

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
24,687,063

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,352,860

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,302,494

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
164,132

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,739,455

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
747,050

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
841,675

人事室 管理課 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２８年１０月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
29,463

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
601,633

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
613,309

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
333,311

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,132,813

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,129,848

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
825,588

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
859,919

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
352,873

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,109,802

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
808,187

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,107,216

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,131,698

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
945,516

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
548,766

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
558,122

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
620,311

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
658,754

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
523,286

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
566,876

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
894,610

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
914,553

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
866,212

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
838,486
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人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
344,182

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
608,641

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,800

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
60,400

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
102,368

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
94,547

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,744

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
103,392

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
95,504

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
192,976

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
189,003

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
100,448

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
93,394

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
107,248

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
97,216

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
133,202

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
152,656

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,474

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
152,432

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,496

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
59,120

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
161,312

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
192,400

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
179,760

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
187,568

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
146,512

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
147,168

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
55,264

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
138,847

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
488,288

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
110,040

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
225,140



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
133,030

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
115,471

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
18,670

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
81,430

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
41,370

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
148,620

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
272,550

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
144,780

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
101,340

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
55,980

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
137,160

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
192,378

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
703,379

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
116,672

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
87,080

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,765,942

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,906,949

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,323,496

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,769,642

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,212,939

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,691,165

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,156,230

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,604,537

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,831,286

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
20,800,630

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,553,605

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,266,684

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,817,487
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人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,128,121

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,770,834

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,110,329

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,502,593

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,565,645

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,456,264

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
3,129,101

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,984,605

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,111,776

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
2,959,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,578,343

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２８年１０月　給与の支給について
1,484,914

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
80,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
79,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
156,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
78,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
67,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
78,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
84,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
67,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
97,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
99,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
951,600

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
39,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２８年１０月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
297,584

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
304,592

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
356,880

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
502,833

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
3,618,024

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
265,904

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
255,664

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
659,728

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
261,264

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
214,976

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
241,669
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人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
282,898

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
422,016

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
195,637

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
521,392

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
266,800

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
386,754

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
477,989

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
267,136

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
531,744

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
303,952

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
201,120

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
293,664

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
363,200

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２８年１０月　給与の支給について
496,848

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２８年１０月　給与の支給について
213,750

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２８年１０月　給与の支給について
1,961,354

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
418,820

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
233,460

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
229,790

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
161,360

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
142,130

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
173,440

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
54,895

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
131,450

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
282,810

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
122,100

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
215,390

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
324,980

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
306,260

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
4,048,150

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
262,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
285,990

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
223,610

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
377,160

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
449,149

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
156,390

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
50,330

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
248,510

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
76,650

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２８年１０月　給与の支給について
19,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
532,400

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２８年１０月　給与の支給について
56,300

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,323

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
981,214

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,618

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
14,277

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,562

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,047,406

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420,141

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,997

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
51,458

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,734

人事室 管理課 平成28年10月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,071

人事室 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務関連システム再構築に係る他都市訪問調査の管外出張命令及び経費の支出について
42,400

人事室 管理課 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　庶務ガイド保守及び運用支援業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成28年4～9月分）
8,715,600

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（９月分）
68,502

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　受取人払料金の支出について（９月分）
3,546

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（９月分）
1,728

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務センター機械警備業務の委託にかかる経費の支出について（９月分）
21,600

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（９月分）
13,824

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システム用サーバ機等一式借入経費の支出について（９月分）
215,956

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
114,576

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ長期借入経費の支出について（９月分）
7,884

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
23,652

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機一式 継続借入の実施にかかる経費の支出について（９月分）
33,804

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（９月分）
23,544

人事室 管理課 平成28年10月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（９月分）
7,884

人事室 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用総務事務センター清掃業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（９月分）
32,007

人事室 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（９月分）
871,452

人事室 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器WindowsOSソフトウェアサポート加入に係る長期借入の経費の支出について（９月分）
121,932

人事室 管理課 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施にかかる経費の支出について（９月分）
131,414

人事室 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
94,896

人事室 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　平成28年度　職員情報システム運用保守等支援業務委託の支出について（上半期分）
152,113,167

人事室 管理課 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　勤務情報システム保守及び運用支援業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成28年度上半期分）
11,495,001

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,866,298

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
50,000,285

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
541,148
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人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年９月分厚生年金・健康保険料の支出について（事業主負担金端数調整分）
4,619

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（９月分）
107,612

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（９月分）
545,475

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　ひかり電話料金の支出について（９月分）
128,125

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（９月分）
49,509,746

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所に係る管理費及び修繕積立金の支出について（11月分）
824,912

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
15,467,703

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
1,082,969

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
319,428,103

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
5,104,715

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,057,794

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
33,255

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
72,914,861

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
2,860,145

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
17,633,806

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
102,788

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
44,339

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
5,707,169

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
53,137,806

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
172,321

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
51,961,778

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
417,714

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について（健康局宿日直専門員過年度分社会保険料）
35,212

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
123,816,646

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
798,118

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（別途追給分）
1,477,511

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２８年１０月分臨時職員等の報酬等の支給について（別途追給分）
31,800

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
161,084,694

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
1,109,505

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
28,013,370

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
191,587

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
114,260,498

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
2,534,159

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,579,783

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
309,864

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
750,101

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
189,670

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
607,216

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
73,097

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,330,402

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
181,390

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,111,218

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
10,392,642

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
70,660

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,078,754

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
19,370,104

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
12,647,440
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人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
996,273

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
18,834,008

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
170,583

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
9,891,568

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
36,278

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
2,061,431

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
98,462

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
3,856,400

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
279,133,443

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
1,593,210

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
54,649,750

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
692,981

人事室 管理課 平成28年10月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,556,346

人事室 管理課 平成28年10月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
1,097,214

人事室 管理課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
26,752,871

人事室 管理課 平成28年10月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
953,586

人事室 管理課 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
6,617,839

人事室 管理課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
4,830,073

人事室 管理課 平成28年10月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
33,255

人事室 管理課 平成28年10月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
206,978

人事室 管理課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２８年１０月払　共済費事業主負担金の支出について
18,437,300

人事室 管理課 平成28年10月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２８年９月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用事業主負担分及び本人負担立替分)
105,811

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
23,422

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（８月分）
22,026

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(８月分)
427,642

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月04日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成28年度新任部門監理主任研修にかかる講師謝礼金の支出について（技能職員研修用）
71,240

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　燃料費 平成28年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品（灯油）の購入にかかる経費の支出について
15,120

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成28年度まちづくり研修にかかる講師謝礼金の支出について（完納）専門研修用
282,300

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成28年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品（紙帽子ほか１点）の購入にかかる経費の支出について
218,160

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成28年度 新採用者研修（後期：消防実技研修）用物品（YPフェイスカバー）の購入にかかる経費の支出について
4,720

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 全国市町村国際文化研修所「ソリューションフォーカスによる解決構築」研修への職員派遣にかかる経費の支出について（派遣・委託研修用）
2,376

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 負担金、補助及交付金　会費 全国市町村国際文化研修所「ソリューションフォーカスによる解決構築」研修への職員派遣にかかる経費の支出について（派遣・委託研修用）
7,050

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
4,212

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費支出について（9月分）
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
160,165

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
5,940

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月26日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（９月請求分）
40,948

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成28年度 採用２年目研修に係る経費の支出について　階層別研修用
492,000

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）　一般事務用
550,828

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）　一般事務用
123,873

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）　一般事務用
47,758

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）　一般事務用
211,025

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）　一般事務用
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）　一般事務用
459,851

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（９月分）　一般事務用
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成２８年９月分）　一般事務用
468,496

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（９月分）
26,437
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人事室 職員人材開発センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(９月分)
323,734

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話（ひかり）回線使用料の支出について（９月分）
13,521

人事室 職員人材開発センター 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（９月分）
6,372

経済戦略局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（８月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 大学費 大学費 運営推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２８年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
3,119,242,750

経済戦略局 総務課 平成28年10月03日 一般会計 大学費 大学費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２８年度公立大学法人大阪市立大学運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
50,000,000

経済戦略局 総務課 平成28年10月05日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度第３回公立大学法人評価委員会の開催にかかる議事録作成業務委託料の支出について（平成28年８月19日開催分）
32,145

経済戦略局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 経済戦略局所管用地（阿倍野区阪南町六丁目）除草業務委託料の支出について
129,600

経済戦略局 総務課 平成28年10月14日 一般会計 大学費 大学費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度全国公立医科・歯科大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
30,000

経済戦略局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、９月分）の支出について
11,942

経済戦略局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用平成28年度第４回大阪市公立大学評価委員会（９月７日）の開催にかかる経費の支出について
134,456

経済戦略局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用平成28年度第４回大阪市公立大学評価委員会（９月７日）の開催にかかる経費の支出について
4,860

経済戦略局 総務課 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度第４回公立大学法人評価委員会の開催にかかる議事録作成業務委託料の支出について（平成28年９月７日開催分）
17,144

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について(8月分)
9,824

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,296

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
816

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,028

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,230

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
400

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
645

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,456

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
1,944

経済戦略局 総務課 平成28年10月21日 一般会計 大学費 大学費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
700

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
107,132

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（９月分）
4,354

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
297,990

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（９月分）
610,133

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成28年９月分）
540

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（9月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出負担行為決議について
21,131

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（11月分）
3,780,032

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（１０月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（11月分）
6,280,803

経済戦略局 総務課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（9月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
11,131

経済戦略局 総務課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度全国公立大学設置団体協議会にかかる会費の支出について
20,000

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
24,660

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（９月分）
980

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（９月分）
22,732

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用毎日新聞買入にかかる支出について（平成２８年７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用読売新聞買入にかかる支出について（平成２８年７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用朝日新聞・日本経済新聞買入にかかる支出について（平成２８年７月～９月分）
76,914

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（９月分）
209,346

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（９月分）
3,533
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経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用産経新聞買入にかかる支出について（平成２８年７月～９月分）
36,333

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
322

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の支出について（大学９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
2,107

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（９月分）
75,131

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（９月分）の支出について
104,699

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（８月分）
4,752

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（９月分）
3,990

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（９月分）
2,228

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
16,667

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
460

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
7,077

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（９月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
5,435

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（９月分）
61,304

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 平成28年度ＡＴＣ庁舎及び中央卸売市場本場庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（７～９月分）
292,577

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 用途廃止に伴う物品運搬業務委託にかかる経費の支出について
15,984

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟庁舎FAX借入（再リース）にかかる経費の支出について（９月分）
8,100

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
309,761

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 経済戦略局倉庫にかかる衛生組合分担金の支出について（平成28年１０月分）
6,000

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
72,460

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
686

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
1,370

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
82

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（９月分）
7,293

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成28年度ＡＴＣ庁舎及び中央卸売市場本場庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（７～９月分）
50,028

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用　特別参与報酬（平成28年7月）の支出について
460,980

経済戦略局 総務課 平成28年10月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 大学支援事務用　特別参与報酬（平成28年7月）の支出について
299,280

経済戦略局 施設整備課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる支出について（８月分）
2,868

経済戦略局 施設整備課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（７月追加及び８月分）
52,608

経済戦略局 施設整備課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる支出について（８月分）
23,924

経済戦略局 施設整備課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第１四半期分）の支出について
4,865,346

経済戦略局 企画課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２８年５月分）
8,676

経済戦略局 企画課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 第97回大阪市中小企業対策審議会用委員報酬等の支出について（平成28年9月14日開催）
195,036

経済戦略局 企画課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 第97回大阪市中小企業対策審議会用委員報酬等の支出について（平成28年9月14日開催）
4,580

経済戦略局 企画課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 第97回大阪市中小企業対策審議会の開催にかかる議事録作成業務委託料にかかる経費の支出について（平成28年９月14日開催分）
27,859

経済戦略局 企画課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託にかかる支出について（平成28年9月分）
77,760

経済戦略局 観光課 平成28年10月04日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度発行分「MUSEUM（東京国立博物館研究誌）」ほか２件（大阪城天守閣）の買入経費の支出について
3,726

経済戦略局 観光課 平成28年10月06日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（9月分）
6,228

経済戦略局 観光課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　消耗品費 平成28年度遺構調査解説パネル製作・設置業務委託にかかる委託料の支出について
76,680

経済戦略局 観光課 平成28年10月12日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（9月分）
5,446

経済戦略局 観光課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成２８年７月分）
117,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成２８年７月分）
150

経済戦略局 観光課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　「第16回インバウンド旅行振興フォーラム」への出張にかかる旅費の支出について
37,200
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経済戦略局 観光課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　特別旅費 観光事業用　職員の海外出張にかかる旅費の支出について（オーストラリア連邦・メルボルン市）
418,304

経済戦略局 観光課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 観光事業用　職員の海外出張にかかる経費の支出について（オーストラリア連邦　メルボルン市）
35,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 観光事業用　職員の海外出張にかかる経費の支出について（オーストラリア連邦　メルボルン市）
25,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　筆耕翻訳料 観光事業用　職員の海外出張にかかる経費の支出について（オーストラリア連邦　メルボルン市）
100,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（９月分）
3,891

経済戦略局 観光課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
41,592

経済戦略局 観光課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
129,678

経済戦略局 観光課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 集客観光用　平成28年度「大阪城公園内特設案内所における観光案内業務」の経費の支出について（第２回／全２回）
1,000,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　会費 観光事業用　平成28年度大都市観光協議会総会出席に伴う参加費の支出について
5,000

経済戦略局 観光課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（９月分）の支出について
202

経済戦略局 観光課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　ツーリズムEXPOジャパン出席にかかる経費の支出について（東京出張）
38,420

経済戦略局 観光課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業　平成28年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（平成28年9月分）
1,774,632

経済戦略局 観光課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　大阪観光局事業にかかる経費の支出について（第３回目）
80,029,500

経済戦略局 観光課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（９月分）
19,843

経済戦略局 文化課 平成28年10月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（９月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成28年10月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立美術館ほか３施設の管理運営業務にかかる委託料の支出について（10月～12月分）
343,296,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立科学館の管理運営業務にかかる委託料の支出について（第３四半期分）
51,033,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　夏休み親子ペア文楽鑑賞優待事業の実施に伴う使用料の支出について
2,814,480

経済戦略局 文化課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
176,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 備品購入費　機械器具費 大阪市立芸術創造館音楽練習室用キーボードアンプ他1点の購入にかかる経費の支出について
289,656

経済戦略局 文化課 平成28年10月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成28年度第５回大阪市ミュージアムビジョン推進会議開催に係る有識者委員報酬の支払について（９月13日開催）
223,120

経済戦略局 文化課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（KING&HEAVY）
100,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度大阪新美術館建設準備室研究資料用海外雑誌購入経費の支出について（9月分）
124,200

経済戦略局 文化課 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度クラシック音楽普及促進事業実施業務委託にかかる委託料の支出について（第1回中間払）
2,926,464

経済戦略局 文化課 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度　第５回大阪市ミュージアムビジョン推進会議の開催にかかる議事録作成業務委託料の支出について（平成28年９月13日開催分）
32,145

経済戦略局 文化課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（倭文会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立芸術創造館管理運営業務にかかる委託料の支出について（２四半期分／４四半期中）
6,300,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 公募型プロポーザル方式有識者会議開催にかかる報償金の支出について（平成28年９月27日実施分）
50,489

経済戦略局 文化課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室収蔵品管理システムサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
32,400

経済戦略局 文化課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室庁内情報利用パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（9月分）
16,740

経済戦略局 文化課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
200,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　損害保険料 対話型鑑賞ワークショップ開催に係る普通傷害保険料の支出について
2,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 泉布観警備業務委託（長期継続）の継続及び委託料の支出について（７～９月分）
30,456

経済戦略局 文化課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度東洋陶磁美術振興基金管理用地測量及び登記調査業務委託の実施に係る委託料の支出について
698,760

経済戦略局 文化課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託の実施に係る委託料の支出について（９月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託にかかる経費の支出について（9月分）
857,113

経済戦略局 文化課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
40,840

経済戦略局 文化課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（がっかりアバタ―）
100,000

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 具体美術協会関係資料データベース化有識者会議委員への報償金の支出について（平成28年10月４日開催分）
16,253

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 （仮称）大阪新美術館公募型設計競技審査評価会議にかかる報償金の支出について（平成28年10月11日開催分）
121,888

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度大阪新美術館建設準備室研究資料用国内雑誌購入経費の支出について（９月分）
5,989

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
9,488

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度大阪新美術館建設準備室研究資料用海外雑誌購入経費の支出について（１０月分）
30,132

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
756

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
2,338

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
328

経済戦略局 文化課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（9月分）
1,658,880
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経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成２８年度「夢洲まちづくり構想検討業務委託」事業受託者のプロポーザル選定についての有識者会議の開催に係る報償金の支出について
53,999

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当（特区）業務用　市内出張等交通費の支出について（平成28年８月分）
4,664

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国家戦略特区ＷＧ（本市案件：公立国際教育学校等管理事業）への出席にかかる出張経費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 多摩大学九段サテライト及び内閣官房への出張経費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（平成２８年８月分）
12,730

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（９月分）
39,293

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（９月分）
55,836

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（9月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料の支出について（ビジネスサポートオフィス）（11月分）
1,017,960

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国家戦略特区事業（公立国際教育学校等管理事業）に関する内閣府への事前説明にかかる出張経費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 衆議院議員会館及び内閣官房への出張経費の支出について
29,240

経済戦略局 立地推進担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 第１回夢洲開発における課題等検討会に係る委員報酬の支出について
78,432

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月05日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成28年８月分）
5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション・ジャパン2016にかかる管外出張命令及び経費の支出について
38,658

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
15,622

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（８月分）
1,520

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（平成28年9月分）
5,280

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 事業創出担当所管業務に係る管外出張命令及び同経費の支出について（平成28年9月21日）
9,720

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成28年度第3回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会における専門家等への意見聴取に対する報償金の支出について
66,490

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月19日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成28年度第3回大阪市イノベーション創出支援補助金検討会委員への報償金の支出について
50,199

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 日米ＶＣカンファレンスＭＯＭＥＮＴ２０１６にかかる管外出張命令及び経費の支出について
29,240

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 KDDI株式会社との協定に基づくグローバルイノベーション創出支援にむけた連携事業の開催等にかかる管外出張について
57,680

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（９月分）の支出について
38,024

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（１０月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借にかかる経費の支出について（平成28年10月分）
3,067,718

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度ソフト産業プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成28年11月分）
6,817,036

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成28年11月分）
30,906,866

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成28年11月分）
16,825,142

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成28年10月分）
2,743,567

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度ＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成28年11月分）
18,406,440

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成28年9月分）
299,942

経済戦略局 イノベーション担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（平成28年11月分）
120,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 ベトナム社会主義共和国ホーチミン市への海外出張におけるベトナム・ホーチミン企業ミッション団同行に係るバス代の支出について
14,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 「外務省地方連携室事業説明会」の参加にかかる出張命令及び経費の支出について（平成28年９月15日実施分）
28,840

経済戦略局 国際担当 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）および国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（９月分）
5,664

経済戦略局 国際担当 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　特別旅費 オーストラリア連邦（メルボルン市、シドニー市）への海外出張にかかる特別旅費の支出命令について
1,110,337

経済戦略局 国際担当 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　手数料 海外送金にかかる筆耕翻訳料及び手数料の支出について
20,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 海外送金にかかる筆耕翻訳料及び手数料の支出について
400,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 オーストラリア連邦（メルボルン市）への海外出張にかかる所要経費の支出について
300,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 オーストラリア連邦（メルボルン市）への海外出張にかかる所要経費の支出について
150,500

経済戦略局 国際担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　手数料 オーストラリア連邦（メルボルン市）への海外出張にかかる所要経費の支出について
20,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 オーストラリア連邦（メルボルン市）への海外出張にかかる所要経費の支出について
450,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　特別旅費 シンガポール共和国およびベトナム社会主義共和国ホーチミン市への海外出張に係る特別旅費の支出について（平成28年9月7日　局長レイトチェックアウト分）
11,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 平成28年度7･8月期新規招致者の来日直後オリエンテーション参加に係る経費の支出について（平成28年7月31日～8月3日実施分）
44,930

経済戦略局 国際担当 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（平成28年11月分）
14,043,376

経済戦略局 国際担当 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　筆耕翻訳料 ホーチミン市共産党筆頭副書記表敬訪問にかかる日越逐次通訳業務委託における委託料の支出について
27,993

経済戦略局 国際担当 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　船車賃借料 シンガポール共和国及びベトナム社会主義共和国ホーチミン市におけるバス借上げ業務委託にかかる支出について
965,574
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経済戦略局 国際担当 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 在関西総領事等との意見交換会及び交流会にかかる経費の支出について（食糧費）
91,263

経済戦略局 国際担当 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居にかかる賃料の支出について（平成28年11月分）
58,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 平成28年度7･8月期JETプログラム来日オリエンテーションにかかる宿泊代及びバス代の支出について
1,500

経済戦略局 国際担当 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度7･8月期JETプログラム来日オリエンテーションにかかる宿泊代及びバス代の支出について
15,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
28,306

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　特別旅費 外国青年招致事業用　JETプログラム日本語講座（翻訳・通訳コース）集合研修（中国語）参加にかかる出張命令並びに同経費の支出について（9/5～9）
1,940

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　印刷製本費 平成28年度　大阪市・ミラノ市姉妹都市提携35周年記念事業「（仮称）ミラノ給食デー」広報用チラシの作成にかかる支出負担行為決議について
336,960

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 在関西総領事等との意見交換会及び交流会にかかる経費の支出について（使用料）
109,675

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪国際交流センター事業交付金の支出について（下半期分）
21,072,500

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担金 海外事務所の運営にかかる大阪市分担金の支出について（第３四半期）
8,174,000

経済戦略局 国際担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費９月分の支出について
7,932

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪商店街にぎわいキャンペーン事業にかかる経費の支出について
3,500,000

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(平成２８年８月分)
8,079

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 ニッケルカドミウム蓄電池（その２）買入経費の支出命令について
10,800

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張交通費等の支出について(平成２８年８月分)
1,490

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
7,361,000

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費交付金の支出について（第３回／全４回）
299,773,000

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第2回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
96,040

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　費用弁償 平成28年度第2回大阪市地方独立行政法人大阪市立工業研究所評価委員会にかかる委員報酬の支出について
3,260

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２８年８月分）
24,444

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 西淀川小売市場北側スチール扉２か所取替修繕にかかる支出について
442,800

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 浪速東工場アパート塔屋接続部雨水漏水他修繕にかかる経費の支出について
1,123,200

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 経営所得安定対策事業用　平成２８年度版地域農業再生支援システムの買入経費の支出について
145,800

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（７月～９月分）
5,786,232

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（嘱託職員）市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分）
2,332

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 農業担当事務用日本農業新聞の購入経費の支出命令について（平成２８年７月～平成２８年９月）
7,869

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（平成28年9月分）
3,891

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張旅費等の支出について(平成２８年９月分)
8,676

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)及び工業研究所評価委員会事務用市内出張旅費等の支出について(平成２８年９月分)
800

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 もと玉出公設市場機械警備業務委託　長期継続にかかる支出について（７月～９月分）
99,468

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（平成２８年９月分）
33,865

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成２８年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる支出について（９月分）
34,992

経済戦略局 産業振興課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（７月～９月分）
204,531

経済戦略局 農業委員会 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市農業委員任期満了に伴う感謝状等の筆耕及び作成業務委託料の支出命令について
19,224

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月04日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度計量検査所昇降機保守点検業務委託の支出について（８月分）
27,864

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所定期検査業務用　ハンドキャリー外１点の購入にかかる支出について
7,344

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（８月分）
8,418

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（８月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 第５回「はかる」シンポジウムにおいて使用する参加票（通常はがき）の購入にかかる支出ついて
15,600

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
2,642

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（９月分）
4,992

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪市八幡屋センタービル雨水槽等保守点検業務委託の支出について
108,000

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２８年９月分）
314,026

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 第５回「はかるシンポジウム」用テーブルクロスほか３点買入における支出について
10,324

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 平成２８年度計量検査所指導用「食品表示マニュアル」追録ほか１点の概算買入の支出について
4,946

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（９月分）
19,538

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度特定計量器定期検査業務委託の支出について（９月分）
3,294,000
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経済戦略局 計量検査所 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（９月分）
21,882

経済戦略局 計量検査所 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（平成28年9月分）
48,300

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）の実施にかかる会場等使用料の支出について
10,500

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度「創業・新事業創出・経営革新支援事業」にかかる交付金の支出について（第3四半期分）
82,710,750

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（７月分）
23,274

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（７月分）
3,949

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成２８年度大阪産業創造館管理運営業務にかかる経費の支出について（第３回目/全４回）
70,672,375

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成28年度第1回大阪産業創造館指定管理予定者選定委員会の開催にかかる委員報償金の支出について（9月29日実施分）
69,872

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（８月分）
3,847

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（平成28年7月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２８年８月分）
9,198

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（８月分）
5,096

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　産経新聞の購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
12,111

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　毎日新聞外１紙の購入経費の支出について（平成２８年７月～９月分）
25,638

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成28年度小規模事業者等支援委託事業（一般研修事業）講師謝金の支出について
23,160

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（平成２８年８月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について（平成28年９月分）
31,211

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について（平成28年９月分）
1,380

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２８年９月分）
4,720

経済戦略局 企業支援課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について（平成28年９月分）
120

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市自転車競技連盟）
295,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 第３回大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議にかかる報償金の支払いについて（平成28年8月29日開催分）
150,328

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
22,219

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　筆耕翻訳料 第３回大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議の開催にかかる議事録作成業務委託料の支払いについて（平成28年8月29日開催分）
25,716

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月26日実施：北巽小学校外1校）
100,320

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月14日実施：歌島小学校外1校）
97,720

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月27日実施：住之江中学校）
49,360

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　毎日新聞（平成28年7月～9月分）の購読に係る経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　産経新聞（平成28年7月～9月分）の購読に係る経費の支出について
36,333

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市スポーツ少年団軟式野球部会）
71,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　印刷製本費 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係るパンフレット・申請書・利用者登録約款等セットほか２点の印刷にかかる支出について
261,360

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　南港中央野球場・南港中央庭球場管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
4,503,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　鶴見緑地球技場・鶴見緑地運動場・鶴見緑地庭球場管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
10,416,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
141,038,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（10月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度　八幡屋公園及び大阪市中央体育館ほか１施設管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
17,158,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（9月8日実施：勝山小学校外1校）
69,920

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（10月7日実施：長池小学校）
35,120

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（10月6日実施：長原小学校）
49,960

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（10月12日実施：今福小学校）
35,200

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
1,740

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（８月分）の支出について
103,772

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 レガシー共創協議会への参加等にかかる旅費の支出について
75,530

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（９月分）支出について
339,588

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（９月分）の支出について
104,402

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
22,974,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
3,655,000
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経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
22,115,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
22,424,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　都島スポーツセンター・福島スポーツセンター・平野スポーツセンター・平野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
3,973,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
2,313,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
29,692,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　修道館・大阪城弓道場管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
14,072,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
15,190,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
7,155,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
15,533,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東住吉スポーツセンター・西屋内プール・阿倍野屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
12,867,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　北スポーツセンター・扇町プール・下福島プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
19,341,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　生野スポーツセンター・生野屋内プール・城東屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
11,137,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料について（9月分）
2,048,277

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
2,039,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託にかかる委託料の支出について（9月分）
89,640

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　千島体育館・港スポーツセンター・大正スポーツセンター・大正屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
3,933,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　鶴見スポーツセンター・鶴見緑地プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
49,988,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　浪速スポーツセンター・浪速屋内プール・浪速アイススケート場管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
26,561,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
4,624,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
14,295,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　此花スポーツセンター・都島屋内プール・中央屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
14,927,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　住之江スポーツセンター管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
5,665,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
19,181,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
5,514,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　中央スポーツセンター・西スポーツセンター・西成スポーツセンター・西成屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
4,715,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
2,175,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
5,705,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
2,692,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
4,430,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川体育館・淀川スポーツセンター・東淀川スポーツセンター・東淀川屋内プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
21,828,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
7,246,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　天王寺スポーツセンター・城東スポーツセンター・真田山プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
51,354,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度　長居プール管理運営業務代行料の支出について（第2四半期分）
14,500,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度オーパス・スポーツ施設情報システム機器４機種借入（再リース）にかかる賃借料の支出について（9月分）
4,104

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度 オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式借入（再リース）にかかる賃借料の支出について（9月分）
123,542

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
800,131

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度大阪市立城東屋内プールの土地の使用料の支出について（下半期分）
12,904,470

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（11月分）
3,741,488

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　会費 第57回全国スポーツ推進委員研究協議会に係る参加費の支出について
18,000

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（９月分）支出について
80,428

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料について（9月分）
750,195

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
322,979

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度 オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式借入（再リース）にかかる賃借料の支出について（9月分）
11,342

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（９月分）支出について
8,937

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料について（9月分）
5,208

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度 オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式借入（再リース）にかかる賃借料の支出について（9月分）
764

経済戦略局 スポーツ課 平成28年10月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムＡＳＰサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（9月分）
2,250



平成28年度（平成28年10月）　公金支出情報
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経済戦略局 南港市場 平成28年10月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（７月分）
6,422

経済戦略局 南港市場 平成28年10月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（８月分）
3,996

経済戦略局 南港市場 平成28年10月11日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 平成28年度食肉処理場管理用合羽ズボンの購入経費（概算契約）の支出について（第1回）
341,280

経済戦略局 南港市場 平成28年10月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用平成２８年度灯油第２四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（９月分）
138,348

経済戦略局 南港市場 平成28年10月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について（９月分）
12,924

経済戦略局 南港市場 平成28年10月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１０月分）
15,200

経済戦略局 南港市場 平成28年10月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（9月分）
343,799

経済戦略局 南港市場 平成28年10月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託費の支出について（9月分）
4,023,000

経済戦略局 南港市場 平成28年10月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費（長期継続）の支出について（9月分）
4,832,618

経済戦略局 南港市場 平成28年10月18日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（平成28年度9月分）
496,800

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報酬　其他委員等報酬 市場管理用第17回大阪市中央卸売市場南港市場運営協議会出席にかかる委員報酬（資金前渡分）の支出について
13,298

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 報償費　報償金 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場卸売業者経営状況等に関する検査にかかる公認会計士への報酬の支出について
230,880

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（９月分）
3,243,240

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託経費の支出について（９月分）
483,462

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
975,240

経済戦略局 南港市場 平成28年10月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,041,660

経済戦略局 南港市場 平成28年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成28年度9月分）
2,000,781

経済戦略局 南港市場 平成28年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続の所要経費の支出について（平成28年度9月分）
3,121,938

経済戦略局 南港市場 平成28年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成28年度9月分）
2,550,355

経済戦略局 南港市場 平成28年10月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（平成28年度9月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（９月分）
30,954

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
33,507

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（７～９月分）
12,111

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（９月分）
6,506,410

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（９月分）
471,312

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（９月分）
1,236,600

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（９月分）
29,823

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
3,506

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の借入経費の支出について（９月分）
8,100

経済戦略局 南港市場 平成28年10月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（９月分）
5,270

経済戦略局 南港市場 平成28年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場給水設備修繕費の支出について
1,486,080

経済戦略局 南港市場 平成28年10月26日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 市場運営用全国食肉市場長連絡協議会出席に伴う会費の支出について
5,000

経済戦略局 南港市場 平成28年10月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託長期継続の所要経費の支出について（平成28年度9月分）
935,974

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理等業務委託の実施及び所要経費の支出について
1,953

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（9月分）
162,000

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（９月分）
10,156,182

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（福利厚生棟９月分）
98,243

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（第3回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（9月分）
228,932

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第6回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
38,448

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（9月分）
3,195,126

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
381,542

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（9月分）
876,500

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理等業務委託の実施及び所要経費の支出について
500,679

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用南港市場牛内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（第2四半期）
8,130,000
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経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（9月分）
697,788

経済戦略局 南港市場 平成28年10月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（9月分）
1,144,260

副首都推進局 総務担当 平成28年10月04日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（大阪府庁設置８月分）
11,057

副首都推進局 総務担当 平成28年10月04日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（８月分）
53,642

副首都推進局 総務担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 大阪府町村会行財政部会長（岬町長）への説明に伴う出張について
5,230

副首都推進局 総務担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（６月分）
94,070

副首都推進局 総務担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 第６回副首都推進本部会議に係る資料の説明に伴う出張について
37,890

副首都推進局 総務担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（9月分）
3,499

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
128,662

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
86,333

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
4,627

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
3,167

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
56,431

副首都推進局 総務担当 平成28年10月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（６月分）
40,370

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
126,512

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
25,982

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
1,443

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
1,443

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
4,329

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,886

副首都推進局 総務担当 平成28年10月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（９月分）
2,886

副首都推進局 総務担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支給について（６月追加分および７月分）
71,173

副首都推進局 総務担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（９月分）
11,445

副首都推進局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（９月分）
46,272

副首都推進局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（大阪府庁設置９月分）
5,537

副首都推進局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（９月分）
63,618

副首都推進局 総務担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 各種会議における会議議事録作成業務委託（単価契約）の支出について（９月２１日開催分）
12,636

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
114,781

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
47,032

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（８月分）
70,524

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 副首都推進局広報事務用　無線通信経費の支出について（9月分）
3,693

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
3,162

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
1,155

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
10,540

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
49,350

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
10,010

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
5,041

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
3,498

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
26,595

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
52,846

副首都推進局 総務担当 平成28年10月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（７月分）
26,965

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（８月分）
3,060

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ戦略室本庁舎５階ＦＡＸ利用料の支出について（平成28年7月・8月分）
2,542

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市マイナンバー制度における通知カード・個人番号カード交付関連業務に関する労働者派遣業務の実施にかかる経費の支出について（８月分）
33,374,418

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
5,460

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（９月分）
174

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「平成28年度ICTを活用したフロントオィスのBPRに関する検証事業」にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成28年9月分）の支出について
93,389
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ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 「ペーパーレス会議」モデル事業にかかる高速モバイルデータ通信サービス利用料（平成28年9月分）の支出について（ICT活用推進用）
8,835

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（９月分）
13,506

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（９月分）
2,569

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（９月分）
424

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市マイナンバー制度における通知カード・個人番号カード交付関連業務に関する労働者派遣業務の実施にかかる経費の支出について（９月分）
30,478,931

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 情報ネットワークの法律実務（加除式）追録第73～74号にかかる経費の支出について（一般事務用）
3,302

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ASP・SaaS型電子申請サービス提供業務委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理）（８月分）
666,360

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 モバイル型Windows搭載コンピュータ一式買入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）
94,284

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 平成28年IT担当者研修業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ適正利用推進用）
756,000

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（８月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（８月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 「大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議における報償金の支出について（第１回）（一般事務用）
33,546

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室　専用部分）自動扉保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（４～９月分）
302,400

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
3,073

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
40,371

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
7,587

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
5,454

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
3,291

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
8,835

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（９月分）
511,920

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
7,511

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　賃貸借料にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
1,310

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
1,549

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 顔認証システム端末機器等　一式　長期借入にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（９月分）
128,844

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
2,028

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 大阪市ソフトウェアライセンス管理システムサーバ機及び周辺機器　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
26,460

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム　端末機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（９月分）
110,700

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,661

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
667

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,063

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
29,199

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
4,175

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（９月分）（一般事務用）
38,612

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（９月分）ICT基盤管理用
19,243

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 日本経済新聞の購読にかかる経費の支出について（一般事務用）（７～９月分）
13,527

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
19,440

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
184,356

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
25,056

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
19,872

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
3,456

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ASP・SaaS型電子申請サービス提供業務委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
666,360

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）（一般事務用）
2,205,486

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
3,708,771

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＰ電話による通信料金の支出について(９月分）（一般事務用）
46,362

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
3,430,728

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
141,599,286
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ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務委託にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（９月分）
1,166,280

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
4,064,688

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市中央情報処理センター運用業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
45,284,022

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
5,431,860

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　センタープリンタ等(2)　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
2,112,264

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
3,304,476

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
4,364,388

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
24,514,289

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等　一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
1,016,280

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品（その2）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
2,044,980

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
2,815,873

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
366,652

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式　借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
63,698

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
183,326

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
549,978

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
366,652

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）（一般事務用）
438,206

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市中央情報処理センター運用業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
12,938,292

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
1,833,259

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　センタープリンタ等(2)　長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
603,504

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

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
944,136

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
1,551,960

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品（その2）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
584,280

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
366,652

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（９月分）（一般事務用）
219,103

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市中央情報処理センター運用業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（７～９月分）
6,469,146

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市情報通信ネットワークに係る運用保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（上半期分）
2,015,037

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
775,980

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品（その2）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
292,140

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
472,068

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

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

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成28年10月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（９月分）
6,663


