
平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

総務局 公文書館 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（１月分）
4,827

総務局 公文書館 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 大阪市公文書館運営用デジタル一眼レフカメラ・レンズキットほか６点の購入にかかる経費の支出について（公文書館収蔵資料保存・閲覧用）
62,694

総務局 公文書館 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 備品購入費　庁用器具費 大阪市公文書館運営用デジタル一眼レフカメラ・レンズキットほか６点の購入にかかる経費の支出について（公文書館収蔵資料保存・閲覧用）
210,546

総務局 公文書館 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 大阪市公文書館排煙口その他修繕の実施にかかる経費の支出について
297,000

総務局 公文書館 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館維持管理用貯水槽清掃及び点検業務にかかる経費の支出について
118,800

総務局 公文書館 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　其他委員等旅費 公文書館事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
160

総務局 公文書館 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館維持管理用清掃業務委託にかかる経費支出について（2月分）
123,120

総務局 公文書館 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託料の支出について（２月分）
6,480

総務局 公文書館 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館執務環境測定業務に係る経費の支出について
68,688

総務局 公文書館 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館事務用　コピー代の支出について（２月分）
4,863

総務局 公文書館 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館運営用ポータブルＤＶＤプレーヤーほか10点の購入にかかる経費の支出について（館運営用・事務用）
93,819

総務局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
32,807

総務局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
56,894

総務局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
155,580

総務局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
20,758

総務局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
103,715

総務局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　「地方分権・道州制セミナー」の出席に係る出張旅費の支出について
10,740

総務局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
70,853

総務局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館１月分）
5,130

総務局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 大阪市役所本庁舎照明操作盤修繕の所要経費の支出について
73,440

総務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 地方分権改革推進事務用　都道府県・指定都市等地方分権改革担当課長会議の出席に係る出張旅費の支出について
29,140

総務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　建物修繕料 大阪市役所本庁舎給水管修繕の同所要経費の支出について
89,640

総務局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　筆耕翻訳料 外郭団体総括事務用「第109回大阪市外郭団体評価委員会」会議録作成に係る経費の支出について
10,152

総務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（平成29年２月分）
625,274

総務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会・中核市市長会・全国施行時特例市市長会連携勉強会の出席に係る出張旅費の支出について
29,240

総務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎警備業務委託経費の支出について（平成29年２月分）
4,040,955

総務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の所要経費の支出について（２月分）
1,331,640

総務局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
216

総務局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,440

総務局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,960

総務局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

総務局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会シンポジウムの出席に係る出張旅費の支出について
28,900

総務局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　自動体外式除細動器の長期借入経費の支出について（２月分）
6,720

総務局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（２月分）
3,682

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成29年年２月分）
160,088

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

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

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用端末機等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
56,894

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
32,807

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成29年年２月分）
13,122

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（２月利用分）
36,143

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成29年年２月分）
2,451,189

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
20,758

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
103,715

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 電話管理事務用　大阪府・大阪市専用直通電話に係る専用線使用料負担金の支出について
62,082

総務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 補償、補填及賠償金　賠償金 庁舎管理事務用　損害賠償金及び遅延損害金の支出について
276,174

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
136,920

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,080
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総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,560

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,400

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
169,810

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,540

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
26,690

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,210

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
6,772

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（２月分）
8,394,069

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,942

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　ＩＰ電話回線使用料の支出について（２月利用分）
1,064,744

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,848,040

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
116,290

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,800

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
38,250

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,160

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
127,160

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
7,800

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
13,240

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
33,130

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
4,470

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,320

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
25,870

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
76,400

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,080

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
38,690

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
78,530

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
3,400

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
1,570

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,500

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
2,420

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
37,190

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
19,500

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
15,880

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
15,860

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
8,660

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,840

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,040

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,440

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
8,040

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,850

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
4,600

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
12,190

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,720

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
28,390

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,720

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,320

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,370
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総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
102,740

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,150

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,180

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
8,840

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
52,240

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
55,470

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,930

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,840

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
920

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,740

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
35,570

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,360

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
17,720

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
8,640

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,450

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
293,340

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
1,460

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
20,890

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
29,820

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
279,330

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
12,100

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
11,040

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,300

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
32,350

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
35,620

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
102,850

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
55,320

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
30,640

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,640

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
31,920

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
13,840

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
4,000

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
136,680

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
3,260

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,760

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
13,280

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
34,590

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
13,200

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
21,140

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
25,150

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
72,720

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
9,480

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,100

総務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
22,140

総務局 総務課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
25,600

総務局 総務課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
40,690

総務局 総務課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,560
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総務局 総務課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
7,440

総務局 総務課 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
5,250

総務局 総務課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
2,700

総務局 総務課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
6,480

総務局 総務課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（室・局使用分）
14,770

総務局 総務課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 庁舎管理事務用　【平成28年12月～平成29年１月執行分】タクシー乗車料金の支出について（区役所使用分）
29,040

総務局 行政課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（１月分）
14,622

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
9,899

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
20,699

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
27,000

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
59,400

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
23,399

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成29年１月分）
11,869

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第257回大阪市情報公開審査会（部会）委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
39,599

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
81,899

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
26,099

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
85,499

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成29年１月分）
15,957

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
27,898

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
55,799

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
69,299

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
17,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
62,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
23,399

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
57,599

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
27,000

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
30,959

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
40,500

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
10,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
12,599

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
44,099

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
32,400

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
17,099

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
50,399

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
27,000

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
27,899

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
10,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
17,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
12,599

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
64,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
10,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
10,800

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
12,599

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
9,899

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
4,499
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総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
49,499

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用損害賠償請求事件に係る収入印紙及び予納郵券の購入に係る経費の支出について
5,000

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 訴訟事務用損害賠償請求事件に係る収入印紙及び予納郵券の購入に係る経費の支出について
1,565,000

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
17,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
29,700

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
21,598

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
36,899

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
14,399

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
32,400

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
16,200

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
25,199

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
11,699

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
44,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
17,099

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
20,699

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｆ
45,900

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
14,399

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
21,239

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｄ
8,100

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
20,520

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
16,200

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
35,100

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
7,199

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
13,500

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
21,600

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｅ
21,600

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｂ
44,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｈ
24,300

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｇ
44,999

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ａ
21,600

総務局 行政課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 法規事務用リーガルサポーターズ報酬の支出について（10～12月分）Ｃ
23,399

総務局 行政課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成29年１月分）
1,288

総務局 行政課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用平成28年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（１月分）
1,357,816

総務局 行政課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（１月分）
814

総務局 行政課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（１月分）
115

総務局 行政課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入にかかる経費の支出について（１月号分）
1,296

総務局 行政課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（１月分）
480

総務局 行政課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか９点買入にかかる経費の支出について（1月分）
12,670

総務局 行政課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第258回大阪市情報公開審査会（部会）委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用損害賠償等請求事件に係る収入印紙及び予納郵券の購入に係る経費の支出について
5,000

総務局 行政課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用損害賠償等請求事件に係る収入印紙及び予納郵券の購入に係る経費の支出について
56,000

総務局 行政課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 訴訟事務用立替鑑定費用の支出について
324,000

総務局 行政課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
1,416

総務局 行政課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用新版執行・保全手続実務録ほか10点買入にかかる経費の支出について（2月分）
4,272

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-62、着手金）
378,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-82、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-90、着手金及び謝金）
108,000
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総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-88、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-66、謝金）
648,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-79、謝金）
202,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-98、謝金）
202,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-77、着手金）
108,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-71、謝金）
54,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-76、謝金）
162,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-80、謝金）
162,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-84、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-86、謝金）
135,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-75、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-67、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-87、着手金及び謝金）
121,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-68、謝金）
432,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-74、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-93、謝金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-95、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-96、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-100、謝金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-101、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-63、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-64、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-83、着手金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-78、着手金）
540,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-81、着手金及び謝金）
108,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-69、謝金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-73、着手金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-92、謝金）
54,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-89、謝金）
67,500

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-94、謝金）
108,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-65、謝金）
864,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-99、着手金）
54,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-85、謝金）
432,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-72、謝金）
54,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-97、謝金）
324,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-70、謝金）
270,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-91、謝金）
540,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代）の支出について
300

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代）の支出について
1,050

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用診療報酬返還請求控訴事件に係る収入印紙の購入に係る経費の支出について
579,000

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託経費の支出について（２月分）
206,865

総務局 行政課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-61、着手金）
540,000

総務局 行政課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用現行法規総覧ほか９点買入にかかる経費の支出について（2月分）
43,330

総務局 行政課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 法規事務用法律総合オンラインサービス使用許諾契約にかかる経費の支出について（2月分）
89,424

総務局 行政課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第37回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
168,931

総務局 行政課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第43回法規問題研究会（上級コース）の第６回研究会の経費の支出について（２月28日分）
34,200

総務局 行政課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
7,508
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総務局 行政課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書管理事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
6,330

総務局 行政課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用　レシートプリンター用ロール紙の購入にかかる経費の支出について
7,776

総務局 行政課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-117、謝金）
540,000

総務局 行政課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（28-128、謝金）
216,000

総務局 行政課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用立替実費（コピー代等）の支出について
11,767

総務局 行政課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（コピー代等）の支出について
8,105

総務局 行政課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（コピー代等）の支出について
648

総務局 行政課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 第38回大阪市個人情報保護審議会（部会）委員報酬の支出について
168,931

総務局 行政課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
31,500

総務局 行政課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用仮処分執行に係る報酬及び手数料（立替実費）の支出について
60,000

総務局 行政課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１３点買入にかかる経費の支出について（2月分）
18,360

総務局 行政課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用大阪市公報の発行に係る経費の支出について（２月分）
109,636

総務局 行政課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成29年２月分）
14,791

総務局 行政課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護制度事務用　第259回大阪市情報公開審査会（部会）委員報酬の支出について
144,798

総務局 行政課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成29年２月分）
21,787

総務局 行政課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機及び周辺装置　一式借入（再リース）に係る経費の支出について（１月分）
6,935,760

総務局 行政課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム事務用　文書管理システム用サーバ機及び周辺装置　一式借入（再リース）に係る経費の支出について（２月分）
6,935,760

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 文書交換所事務用　コピー代の支出について（２月分）
1,939

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
48,266

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務用　コピー代の支出について（２月分）
954

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 文書管理システム事務用目録公開サブシステム用通信サービス利用料金の支出について（２月分）
14,622

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用平成28年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（２月分）
1,429,280

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
289,596

総務局 行政課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
7,360

総務局 監察課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（２月開催分）
361,995

総務局 監察課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（２月開催分）
600

総務局 監察課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　会費 公正職務関係事務用　「内部通報担当者のための『相談受付』と『ヒアリング調査』のノウハウ」セミナー受講に係る経費の支出について
37,800

総務局 監察課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公正職務関係事務用　「内部通報担当者のための『相談受付』と『ヒアリング調査』のノウハウ」受講にかかる管外出張にかかる経費の支出について
29,560

市民局 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 居住確認照会書（はがき）ほか12点印刷にかかる経費の支出について
482,079

市民局 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 戸籍先例全集ほか２点買入の経費の支出について（完納）
687,312

市民局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 日本行政区画便覧ほか４点買入の経費の支出について（第３回中間払）
1,624,924

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 地方公共団体契約実務の要点ほか３点買入及び同経費の支出について
4,502

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターなにわに係る電気料金（１月分）の支出について
118,254

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 用地管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力：１月分）の支出について
8,011

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 東住吉区におけるコミュニティ施設の整備・運営事業の実行可能性調査業務にかかる経費の支出について
5,832,000

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（1月分）
21,729

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（１月分）
15,390

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
21,226

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614
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市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし北及びひらのに係る電気料金（２月分）の支出について
144,483

市民局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 財産管理用：社会福祉施設等（隣保館）の財産処分（取り壊し・無償譲渡）に伴う補助金返還金の支出について
111,426,960

市民局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成29年１月分市内出張交通費の支出について
3,464

市民局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 地方公共団体契約実務の要点ほか３点買入及び同経費の支出について
14,910

市民局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわ及びひらのに係る電話料金（２月分）の支出について
7,023

市民局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと人権文化センターに係る電話料金（２月分）の支出について
3,425

市民局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用書籍の購入にかかる経費の支出について
482,220

市民局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　Ｑ＆Ａ戸籍・在留管理制度の窓口事務の購入にかかる経費の支出について
5,400

市民局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターあさひ東及びすみよし南に係る電気料金（２月分）の支出について
56,473

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨（２月分）
15,064

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要ほか１点の買入に係る経費の支出について
4,212

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　①（２月分）
101,882

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市民局庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について②（２月分）
36,666

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用）　長期借入にかかる経費の支出について　⑧（２月分）
25,812

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　③（２月分）
42,262

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について　⑤（２月分）
27,455

市民局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨（２月分）
182,857

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務費　市内出張交通費の支出について（１月分）
2,712

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
665

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
3,850

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
300

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
500

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
164

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
656

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,000

市民局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,200

市民局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（２月分）
3,503

市民局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（２月分）の支出について
16,897

市民局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
114,480

市民局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器長期借入経費の支出について（２月分）
856,380

市民局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入の経費の支出について（２月分）
1,266,840

市民局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,411,452

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 財産管理用：市内等出張交通費の経費の支出について（２月分）
24,940
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市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費（２月分）の支出について
2,758

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 財産管理用：ごみ袋外２点買入にかかる経費の支出について
71,820

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと西成人権文化センター津守分館外１施設機械警備業務委託の経費の支出について（２月分）
29,700

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターなにわ外８施設機械警備業務委託料の支出について（２月分）
139,034

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：平成２８年度もと市民交流センターすみよし南機械警備業務の支出について（２月分）
19,440

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 出生届ほか56点印刷にかかる経費の支出について
1,317,600

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
1,728

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管および集配業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
1,728

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
4,257,678

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの長期借入（追加分）経費の支出について（平成29年2月分）
10,152

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかるサーバ機器一式長期借入の経費の支出について（平成29年2月分）
300,240

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
3,304,761

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入の経費の支出について（平成29年2月分）
36,659

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム機種更新にかかる端末機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
398,520

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,951

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,951

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
49,904

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,951

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,951

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
49,902

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
49,904

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
49,902

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
49,904

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービスの提供にかかる業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
24,952

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用業務統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
552,220

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
12,459

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターなにわ外８施設機械警備業務委託料の支出について（２月分）
13,824

市民局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターなにわ外８施設機械警備業務委託料の支出について（２月分）
8,926

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわ及びあさひ西に係る電気料金（２月分）の支出について
217,738

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターにしなりに係る電気料金（２月分）の支出について
2,585

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（2月分）
19,699

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（2月分）
2,135

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用ステーブラー針買入の経費の支出について
6,091
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市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
20,785

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２９年２月分）
1,620

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２９年２月分）
4,860

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２９年２月分）
4,860

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 市役所１階証明書発行コーナー・大阪市サービスカウンターでのＰｉＴａＰａ決済用マルチ電子マネー端末・システム等の利用料の支出について（平成２９年２月分）
1,620

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２９年３月分）
1,569,888

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（2月分）
2,123

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（２月分）
4,844

市民局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２９年３月分）
365,904

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
844

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
540

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム保守業務委託に係る経費の支出について（２月分）
3,970,090

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 DV支援措置責任者等による確認機能の強化にかかる住民基本台帳等事務システム改修業務委託経費の支出について
13,446,972

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾契約に係る経費の支出について（２月分）
6,139,260

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
84

市民局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（２月分）
54

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）
145,692

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（２月分）（市政改革室移管分）
15,338

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
622

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
492

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
420

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
10,176

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,249

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
266

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,298

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,460

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
400

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,737

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年２月分）
3,800

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年２月分）
11,406

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
4,852

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,374

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
3,479

市民局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
820

市民局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務費　市内出張交通費の支出について（２月分）
3,412

市民局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 サービスカウンター事務用庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（２月分）
15,390

市民局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと城東区役所における土壌（深度・地下水）汚染調査業務委託にかかる経費の支出について
1,998,000

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターなにわ（３月分）に係る水道料金の支出について
1,512

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターなにわに係る電気料金（２月分）の支出について
96,997

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 用地管理用：もと西成人権文化センター津守分館に係る電気料金（低圧電力：２月分）の支出について
8,019

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターなにわ外７施設に係る電話料金（２月分）の支出について
28,516

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
594

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 平成28年度接遇力向上に向けた市民局職員研修にかかる経費の支出について
324,000

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 もと市民交流センターすみよし南及びもと市民交流センターすみよし北樹木維持管理業務委託料の支出について
5,860,080

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
2,138

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
300

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
1,200
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市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
200

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
400

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
82

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
2,980

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
3,362

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
574

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（２月分）
38,147

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（完納）
537,570

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（2月分）
22,316

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター用／トナーカートリッジ買入の経費の支出について
99,900

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（完納）
926,640

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター及びサービスカウンター用／トナーカートリッジ買入の経費の支出について
99,900

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（平成29年2月分）
158,464

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（2月分）
11,572

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
34,664

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 郵送事務処理センター及び大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（2月分）
3,814

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
904,117

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,613

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
21,227

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
21,226

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
21,228

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにかかるサービス提供業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,614

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと淀川区役所・もと城東区役所・もと城東区民ホール産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について
9,599,040

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 証明書用偽造防止用紙印刷にかかる経費の支出について（完納）
196,020

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（平成29年2月分）
15,846

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　電話料金（ＮＴＴ）の支出について（２月分）
1,202

市民局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
90,412

市民局 消費者センター 平成29年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 平成28年度大阪市消費者センター事務所内清掃業務委託にかかる経費の支出について
157,680
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市民局 消費者センター 平成29年03月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 第２回地域安全確保部会にかかる委員報酬の支出について（審議会運営用）
65,012

市民局 消費者センター 平成29年03月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 大阪市消費者センター啓発・展示コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成28年度分）業務委託料の支出について（平成29年1月分）
82,144

市民局 消費者センター 平成29年03月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（平成29年1月分）
2,381

市民局 消費者センター 平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者情報」の購入及び同経費の支出について
5,400

市民局 消費者センター 平成29年03月09日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　使用料 エルちゃんの“わん”デー講座（3月16日開催分）にかかる会場使用料の支出について（各種講座用）
23,700

市民局 消費者センター 平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費者法ニュース」の購入及び同経費の支出について
6,800

市民局 消費者センター 平成29年03月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月2日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（12月・1月分）
1,500

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（12月・1月分）
1,572

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（12月・1月分）
12,805

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１月）
800

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１月）
10,680

市民局 消費者センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員１月）
360

市民局 消費者センター 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための家族向け見守り講座（2月19日開催分）にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

市民局 消費者センター 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（2月27日分）に係る講師への報奨金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　特別旅費 消費生活相談用　消費生活相談員研修 専門・事例講座（２泊３日コース）インターネット・スマートフォンの消費者トラブル・旅行（OTA)への出張経費の支出について
22,760

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 第１回消費者教育部会にかかる委員報酬の支出について（審議会運営用）
81,265

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用展示用図書（「消費生活年報２０１６」外15冊）購入経費の支出について
37,064

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成29年2月分）
142,803

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成29年2月分）
624

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成29年2月分）
78,328

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター光熱水費等の支出について（平成29年2月分）
4,860

市民局 消費者センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 大阪市消費者センター啓発・展示コーナー情報提供業務における従事者派遣（平成28年度分）業務委託料の支出について（平成29年2月分）
83,333

市民局 消費者センター 平成29年03月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 啓発展示スペース用「消費と生活」の購入及び同経費の支出について
3,660

市民局 消費者センター 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（平成29年2月分）
35,467

市民局 消費者センター 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 委託料　委託料 平成28年度　地域の見守りネットワーク活動促進事業にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
857,794

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（3月7日分）に係る講師への報償金の支出について
7,800

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（1月・2月分）
560

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（1月・2月分）
5,784

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費生活相談用市内等出張交通費の支出について（相談員）（1月・2月分）
567

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員２月）
680

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員２月）
11,780

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員２月）
420

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員２月）
9,152

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（職員２月）
3,040

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 一般事務用ＦＡＸコピー代の支出について（平成29年2月分）
3,503

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
10,321

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用庁内情報通信サービス提供経費の支出について（平成29年2月分）
5,130

市民局 消費者センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末にかかる回線使用料の支出について（平成29年1月分）
4,963

市民局 人権企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 第34回大阪市人権施策推進審議会にかかる経費の支出について
211,288

市民局 人権企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 企業向け連続講座個人情報保護セミナー開催にかかる講師料等の支出について
57,000

市民局 人権企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 第34回大阪市人権施策推進審議会にかかる経費の支出について
5,140

市民局 人権企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 犯罪被害者等支援市民啓発物品（パネルスタンド）の購入にかかる経費の支出について
41,040

市民局 人権企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について　（第８回）
96,040

市民局 人権企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について　（第８回）
2,240

市民局 人権企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内等出張交通費の支出について（１月分）
36,454

市民局 人権企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権問題にかかる情報収集用資料「月刊　地域と人権」購入に係る消耗品費の支出について
5,016
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市民局 人権企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権問題にかかる情報収集用資料「地域と人権」購入に係る消耗品費の支出について
7,560

市民局 人権企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 人権企画課事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
12,398

市民局 人権企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 人権問題にかかる情報収集用資料「あけぼのＫＡＮＳＡＩ」購入に係る消耗品費の支出について
10,800

市民局 人権企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市ヘイトスピーチ審査会用回線使用料の支出について（平成２９年２月分）
5,250

市民局 人権企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　筆耕翻訳料 第34回大阪市人権施策推進審議会の会議録作成業務にかかる経費の支出について
21,124

市民局 男女共同参画課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金 平成28年度大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰選考会にかかる報償金の支出について
58,700

市民局 男女共同参画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報償費　報償金
大阪市配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ等の相談対応及びＤＶ等により緊急一時的に保護された被害者等に対する支援業務選定会議にかかる報償金の支出に
ついて 63,860

市民局 男女共同参画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　其他委員等旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・１月分）
12,170

市民局 男女共同参画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務費・１月分）
13,142

市民局 男女共同参画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 第32回大阪市男女共同参画審議会にかかる報償金、費用弁償の支出について
162,530

市民局 男女共同参画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 旅費　費用弁償 第32回大阪市男女共同参画審議会にかかる報償金、費用弁償の支出について
3,360

市民局 男女共同参画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（2月分・配偶者暴力相談支援用）
574

市民局 男女共同参画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 企業における女性活躍促進に関する調査・分析等業務にかかる業務委託料の支出について
4,572,946

市民局 男女共同参画課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター中央館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用：第5回目 追加実施分）
7,005,636

市民局 男女共同参画課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター南部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用：第5回目 追加実施分）
4,316,528

市民局 男女共同参画課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 委託料　委託料 平成28年度男女共同参画センター西部館にかかる管理運営代行料の支出について（管理運営用：第5回目 追加実施分）
3,666,555

市民局 男女共同参画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（２月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局 男女共同参画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　筆耕翻訳料 第32回大阪市男女共同参画審議会の会議録作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,124

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度「人権に関する作品募集事業」入選作品を活用したポスター・クリアファイル印刷業務及び同経費の支出について
1,097,280

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度「人権に関する作品募集事業」入選作品を活用したポスター・クリアファイル印刷業務及び同経費の支出について
182,520

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度人権啓発用映像ソフトの買入及び同経費の支出について（その２）
48,600

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（1月分）
64,608

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」発送業務の実施及び同経費の支出について（第4回目／完納）
114,642

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について(平成29年2月分）
3,307,770

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成28年度人権啓発事業効果検証会議の実施及びアドバイザー謝礼の支出について
46,880

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度人権に関する作品募集事業入選作品パネルの印刷及び同経費の支出について
42,120

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」の企画・編集、デザイン等製作にかかる業務の実施及び同経費の支出について（第７回中間）
126,900

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度人権啓発用冊子の買入及び同経費の支出について
212,222

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 報償費　報償金 平成29年度大阪市人権相談事業にかかる委託業者選定委員会の委員謝礼金の支出について
61,480

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（12月分）
17,526

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（11月分）
23,168

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 旅費　普通旅費 啓発事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
27,729

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度事務参考用資料の購入経費の支出について（部落解放研究・ヒューマンライツ）
21,600

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 平成28年度事務参考用資料の購入経費の支出について（部落解放）
24,192

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（２月分）
7,335

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電気料金の支出について（2月分）
63,518

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（2月分）
5,130

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（2月分）
9,150

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発用　人権啓発情報誌アンケート回収にかかる郵便後納料金の支出について（2月分）
19,497

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電話料金（光）の支出について（2月分）
24,614

市民局 人権啓発・相談センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 役務費　通信運搬費 人権侵害事象等現認用パソコン回線サービス料の支出について（2月分）
1,350

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用保育士有資格者等マッチング支援事業就職基礎講座（パソコン初級）運営業務委託料の支出について
521,640

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用保育士有資格者等マッチング支援事業就職基礎講座（パソコンコース）における一時保育運営業務委託料の支出について
173,124

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　就業支援事業委託事業者及び補助事業者選定会議の委員報償の支出について（平成２９年２月２３日開催分）
48,759

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 委託料　委託料 雇用・勤労施策用　平成28年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設警備業務委託料の支出について（２月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料
雇用・勤労施策用【若者・女性の就労等トータルサポート事業】ワンストップの総合相談窓口事業実施にかかる（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（２月
分） 438,561

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若者・女性の就労等トータルサポート事業【地方創生加速化交付金事業】仕事と介護の両立支援シンポジウム謝礼金の支出について（事例報告）
38,800
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市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金 雇用・勤労施策用　若者・女性の就労等トータルサポート事業【地方創生加速化交付金事業】仕事と介護の両立支援シンポジウム謝礼金の支出について（事例報告）
9,540

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 報償費　報償金
雇用・勤労施策用　若者・女性の就労等トータルサポート事業【加速化交付金事業】仕事と介護の両立支援シンポジウム謝礼金の支出について（基調講演・コーディネー
ター） 23,580

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　2月分市内等出張交通費の支出について
9,642

市民局 雇用・勤労施策課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 労働施策推進費 使用料及賃借料　使用料 雇用勤労施策推進事業用仕事と介護の両立支援シンポジウムの会場使用料の支出について
127,800

市民局
政策支援担当政策支援
グループ

平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成29年1月分　政策支援グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
720

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成28年度区役所来庁者等サービス格付け事業にかかる委託料の支出について
172,800

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H26～H31福島区役所外１区役所）にかかる使用料の支出について（２月分）
47,304

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 点字プリンタ等一式長期借入（H25～H30北区役所外１９区役所）にかかる使用料の支出について（２月分）
435,750

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成28年度家庭問題相談事業にかかる相談員報償金の支払について（２月分）
42,000

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市民ナイター法律相談・日曜法律相談補助業務従事者派遣にかかる委託料の支出について（平成29年２月分）
16,156

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成29年2月分　業務改革グループ一般事務用市内出張交通費の支出について
360

市民局
政策支援担当業務改革
グループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 法律相談用六法（平成29年版）の購入にかかる経費の支出について
145,800

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２８年７月から平成２８年１１月分）
27,090

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成29年03月08日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２８年１２月から平成２９年１月分）
7,370

市民局
地域力担当地域活動グ
ループ

平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（地域活動グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
3,830

市民局
地域力担当地域振興グ
ループ

平成29年03月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成29年１月分）
1,914

市民局
地域力担当地域振興グ
ループ

平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域振興担当一般事務用市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
6,596

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 平成28年度市民活動総合支援事業にかかる委託料の支出について（１月分）
2,264,446

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利法人子どもデザイン教室、派遣計画に基づく派遣、１月１１日及び１月３０日）
44,320

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（城東区地域活動協議会有志、派遣計画に基づく派遣、１月１６日）
22,380

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（中野連合振興町会、派遣計画に基づく派遣、１２月１０日）
14,640

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利法人子どもデザイン教室、派遣計画策定のための派遣、１２月１３日）
22,260

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材選考会議にかかる委員報酬の支出について
17,413

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（いくすく子ネクト、派遣計画策定のための派遣、１月１１日）
21,500

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（いくすく子ネクト、派遣計画に基づく派遣、１月２５日）
21,500

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月22日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 地域資源グループ一般事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
4,672

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市市民活動推進助成事業補助金の支出について（特定非営利活動法人ハートフレンド）
45,000

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 クリック募金にかかるホスティングサーバ使用料（２月分）の支出について
10,076

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 平成29年度大阪市市民活動総合支援事業等業務委託先事業者審査会議委員報償の支出について
16,253

市民局
地域力担当地域資源グ
ループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報償費　報償金 第40回大阪市市民活動推進事業運営会議にかかる委員報償の支出について
65,012

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（2月分）
1,344

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 負担金、補助及交付金　分担金 「ＮＰＯ法人ステップアップセミナー」の実施における要約筆記者派遣に関する経費の支出について
23,000

市民局
市民活動支援担当市民
活動グループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 需用費　消耗品費 市民活動グループ用コピー代金の支出について（2月分）
9,227

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進用　平成28年度あんしんパトロール用マグネットステッカーの購入経費の支出について
93,970

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 委託料　委託料 平成28年度指定区における夜間の青色防犯パトロール業務委託経費の支出について（平成29年２月分）
2,462,400

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 「日本環境心理学会　第10回大会」の出席に係る旅費の支出について
29,160

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
12,910

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（平成29年１月分通信通話料等、２月分セキュリティ契約料）
15,564

市民局
市民活動支援担当地域
安全グループ

平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 負担金、補助及交付金　会費 「日本環境心理学会　第10回大会」の出席に係る参加費の支出について
1,000

財政局 財務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要　545）の買入及び経費の支出について
2,484

財政局 財務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成28年度　地方税法　令規通知篇の買入及び経費の支出について
5,100

財政局 財務課 平成29年03月10日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　食糧費 財務部事務用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,300

財政局 財務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式（ハイブリッドタブレット端末）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,372

財政局 財務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
36,019

財政局 財務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
59,398

財政局 財務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,484

財政局 財務課 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
6,480
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財政局 財務課 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成27年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
17,662

財政局 財務課 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成26年3月調達）にかかる経費の支出について（２月分）
12,006

財政局 財務課 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,484

財政局 財務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
5,956

財政局 財務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
2,084

財政局 財務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　國の予算　平成27年度の買入及び経費の支出について
18,000

財政局 財務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成28年　公営企業の経理の手引き外１点の買入及び経費の支出について
7,101

財政局 財務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　多機能ペン（その１）外２点買入にかかる経費の支出について
61,056

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　トナーユニット外41点買入にかかる経費の支出について
446,018

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　補助金総覧　平成28年度の買入及び経費の支出について
7,560

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成28年度　地方税法　令規通知篇の買入及び経費の支出について
5,100

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成28年度　地方交付税制度解説（補正係数・基準財政収入額篇）の買入及び経費の支出について
14,400

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　國の予算　平成28年度の買入及び経費の支出について
18,000

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　印刷製本費 市会用　平成29年度予算事業一覧（各区・局別）印刷にかかる経費の支出について
129,427

財政局 財務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
25,244

財政局 財源課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 宝くじ事務用 平成２８年度全国自治宝くじ事務協議会事業会計分担金の支出について
173,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業会計
へ繰替

繰出金　他会計へ繰出 平成28年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
755,782,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

中央卸売市場事業出資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成28年度中央卸売市場事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
2,280,230,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業会計へ繰替 繰出金　他会計へ繰出 平成28年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
28,413,659,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金 下水道事業会計繰出金 下水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成28年度下水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
4,075,403,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金
自動車運送事業会計繰
出金

自動車運送事業助成資
金

繰出金　他会計へ繰出 平成28年度自動車運送事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
221,162,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成28年度高速鉄道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
499,000,000

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

高速鉄道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成28年度高速鉄道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
3,473,696,603

財政局 財源課 平成29年03月31日 一般会計 特別会計繰出金 水道事業会計繰出金 水道事業補助金 繰出金　他会計へ繰出 平成28年度水道事業会計繰出金の実施及び経費の支出について
13,571,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
18,090,963,671

財政局 財源課（公債） 平成29年03月01日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
4,528,247,159

財政局 財源課（公債） 平成29年03月09日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
5,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月09日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
6,339,779

財政局 財源課（公債） 平成29年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月10日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
35,471,800

財政局 財源課（公債） 平成29年03月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
126,728,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
143,175,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月１４日支払分利子支払手数料の支出について
364,500

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
363,600,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
124,750,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
20,286,375

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,553,087,359

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 条件決定立会いに係る出張旅費の支出について
29,240

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月１５日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月15日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月１５日支払分利子支払手数料の支出について
1,773,154

財政局 財源課（公債） 平成29年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
41,853,150

財政局 財源課（公債） 平成29年03月16日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
25,245,279

財政局 財源課（公債） 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,090,900,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
8,297,205

財政局 財源課（公債） 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
514,297,690

財政局 財源課（公債） 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（2月分）の支出について
720



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

財政局 財源課（公債） 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月１７日支払分利子支払手数料の支出について
542,699

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
161,159,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
16,854,990,692

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
59,130,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
141,610,003

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
6,433,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
2,923,486

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
177,182

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
4,628,561,667

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,626,075

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
25,838,012

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
35,810,611

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
55,755,817

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,336,328

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,496,992

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２１日支払分キャップ料の支出について
9,773,151

財政局 財源課（公債） 平成29年03月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２１日支払分利子支払手数料の支出について
956

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
200,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
10,000,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
58,800,951

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
2,697,314

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
35,420,825

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,029,205

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,499,380

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
3,296,718

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
31,678,720

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
103,404,920

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
45,280,100

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
127,050,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２２日支払分利子支払手数料の支出について
202,500

財政局 財源課（公債） 平成29年03月22日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２２日支払分元利金支払手数料の支出について
35,736

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
150,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
39,549,347

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
5,300,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る経費の支出について
16,200

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２４日支払分利子支払手数料の支出について
162,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る仲介手数料の支払いについて
119,880

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る経費の支出について
114,773

財政局 財源課（公債） 平成29年03月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 貸付金　保証金 財政局東京赴任職員公舎　賃貸借契約に係る経費の支出について
222,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成28年度3月財政融資資金借入金の繰出しについて（下水）
6,302,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
6,982,452,731

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
1,122,984,486

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
44,475,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
20,241,250

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
35,810,611
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財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
45,441,407

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 事務打合せ等及び個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
61,280

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２７日支払分キャップ料の支出について
9,669,863

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第168回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
648,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月２７日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 平成29年03月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第168回共同発行市場公募地方債に係る受託・引受手数料の支出について
17,550,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
268,125,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月28日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
8,058,742

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 繰出金
中央卸売市場事業会計
繰出金

公債収入金繰出 繰出金　中央卸売市場整備事業資金 第168回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（市場）
140,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 繰出金 港営事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　港営事業資金 第168回共同発行市場公募地方債の繰出しについて（港営）
359,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 繰出金 下水道事業会計繰出金 公債収入金繰出 繰出金　下水道事業資金 平成28年度3月地方公共団体金融機構借入金の繰出しについて（下水）
4,278,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成28年度第2回銀行等引受債の繰出しについて（高速鉄道）
5,513,000,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 繰出金
高速鉄道事業会計繰出
金

公債収入金繰出 繰出金　高速鉄道建設事業資金 平成28年度第5回公募公債（5年）の繰出しについて（高速鉄道）
200,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
166,600,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
35,379,797

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
5,568,452

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
79,642,841

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
5,588,288

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（2月分）
4,176

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２８年度第２回銀行等引受債に係るアレンジャー・エージェント手数料の支出について
43,200,000

財政局 財源課（公債） 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 金融情報サービス用パソコン賃貸料及び保守料の支出について（２月分）
5,389

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
13,560,004,285

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
68,696,666

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
1,714,168,182

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元金の支出について
837,733

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
2,640,494,955

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
48,014,249

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（港営）
525,973

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（中央卸売市場）
54,863

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　一時借入金利子 準公営企業会計からの繰替借りにかかる利子の支出について（下水道）
1,090,715

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
20,820

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
60,480

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　特別旅費 地方債協会赴任（勤務地の変更）に伴う移転料・着後手当（特別旅費）の支出について
125,400

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,556

財政局 財源課（公債） 平成29年03月31日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 平成２９年３月３１日支払分元利金支払手数料の支出について
81,000

財政局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用名札用替ひもほか４点買入に係る支出について
63,590

財政局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
11,880

財政局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について（平成29年1月収納分）
740

財政局 管理課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度大阪市財政局梅田市税事務所及び税務部分室定期清掃業務委託の経費の支出について（２回目／全２回）
150,660

財政局 管理課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務にかかる手数料の支出について（平成29年1月収納分）
1,007

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
10,372

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用シャープペンほか143点買入（市税事務所分）（その２）経費の支出について
1,692,144

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務システム用Ａ４カット紙買入経費の支出について
177,660

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（２月分）
1,728

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
12,960

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
12,938

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等長期借入経費の支出について（２月分）
467,359
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財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式（財政局税務部）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
111,888

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
9,547,848

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について(２月分）
8,668,031

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
120,641

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ装置等機器一式長期借入（その２）に係る経費の支出について（２月分）
46,764

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（２月分）
2,922,963

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
152,139

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託経費の支出について（２月分）
11,664

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所　機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費支出について（２月分）
8,164

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２８年度分）の支出について（３月分）
2,464,342

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐輪場利用料の支出について（３月分）
31,840

財政局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（平成２８年度分）の支出について（３月分）
817,626

財政局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
6,898

財政局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市なんば市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（２月分）
90,288

財政局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（２月分）
68,580

財政局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（２月分）
20,196

財政局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
44,834

財政局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料２月分）
201,471

財政局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（２月分）
551,835

財政局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 大阪市財政局弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（２月分）
31,968

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築関係ＪＩＳ要覧（追録）（354号）ほか1点買入に係る経費の支出について
15,633

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用シャープペンほか112点買入（税務部及び梅田市税事務所分）（その２）経費の支出について
531,360

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（１月分）
358,641

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
375,685

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
609,036

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（２月分）
5,400

財政局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（１月分）
20,288

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務にかかる手数料の支出について（平成29年2月分）
2,700

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の経費の支出について（平成２９年２月）
90,254

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
1,114,985

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（２月分）
5,130

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
111,469

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度大阪市財政局船場法人市税事務所及び税務部分室定期清掃業務委託経費の支出について（２回目／全２回）
149,040

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 あべの市税事務所通話録音装置に係る非常電源装置バッテリー交換業務委託経費の支出について
71,280

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣業務の経費の支出について（平成２９年２月）
3,201,752

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（ＯＲＣ２００）に係る賃料及び共益費の支出について（３月分）
5,244,145

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る貸室賃貸借料の支出について（３月分）
12,005,496

財政局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（３月分）
178,200

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 総務省からの赴任（勤務地の変更）に伴う管外出張旅費の支出について
14,775

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　特別旅費 総務省からの赴任（勤務地の変更）に伴う移転料・着後手当の支出について
125,400

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
3,500

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,802

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,738

財政局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（２月分）の支出について
2,757

財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
140

財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
29,978

財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
43,932
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財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
131,089

財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
449,885

財政局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（２月分）
21,221,370

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
1,728

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
9,870

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用建築と社会（平成２８年１０月～平成２９年３月号）の買入に係る経費の支出について
7,380

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用自治体法務サポート行政不服審査の実務（追録）（32-35号）ほか３点買入に係る経費の支出について
65,590

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用地方公共団体徴収実務の要点（追録）（75-77号）ほか１点の買入に係る経費の支出について
141,468

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
40,034

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
64,083

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
128,882

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
34,668

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
50,498

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月分）
19,300

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１２月追加分）
620

財政局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 市税事務所ひかり電話回線使用料（２月分）の支出について
1,319,853

財政局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・路線価・各市税事務所分）の支出について（平成２９年２月分）
585,682

財政局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 わくわく市税教室キャラクター「税田ニャン吉先生」着ぐるみ（１体）洗濯請負業務の経費の支出について
19,440

財政局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 税務事務用乾式デジタル複合機にかかるコピー代（税務部・財務部・市債権・照会センター・路線価・各市税事務所分）の支出について（平成２９年２月分）
657,699

財政局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度大阪市財政局あべの市税事務所定期清掃業務委託経費の支出について（２回目／全２回）
278,640

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
864

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
10,042

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 証明書コンビニ交付システム確認試験に係る管外出張について
58,460

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 税務部後納郵便料金の支出について（２月分）
20,337

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月追加分）
1,380

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（１月追加分）
5,648

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
39,024

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
103,580

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
221,313

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
49,300

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
68,588

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（２月分）
68,252

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（２月分）
147,789

財政局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（２月分）
509,753

財政局 収税課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 市債権回収対策事務用返信用切手（重複班）の買入経費の支出について
65,600

財政局 収税課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 市債権収納事務用窓あき封筒の調製の支出について
53,304

財政局 収税課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年１月分））
9,474

財政局 収税課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府域地方税徴収機構に係る負担金の支出について
572,546

財政局 収税課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 徴収事務用書籍「租税公課徴収実務のポイント300選（平成28年改訂版）」ほか４点の購入に係る支出について
23,869

財政局 収税課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 徴収事務用書籍「租税公課徴収実務のポイント300選（平成28年改訂版）」ほか４点の購入に係る支出について
41,600

財政局 収税課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 市債権回収対策室事務室の扉に係る修繕（その２）の実施及び同経費の支出について
37,800

財政局 収税課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
14,220

財政局 収税課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 督促状区内特別郵便分搬送業務委託にかかる経費の支出について（平成28年度市府民税（普通徴収）第４期分　第８回／全９回）
42,120

財政局 収税課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の印刷及び同経費の支出について
383,902

財政局 収税課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（H29.1月分）
1,257,298

財政局 収税課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 使用料及賃借料　使用料 保育所保育料滞納整理システム用情報処理用機器長期借入の経費の支出について（平成29年２月分）
75,492

財政局 収税課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書の印刷及び同経費の支出について
532,818
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財政局 収税課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　其他委員等旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(２月分)
760

財政局 収税課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内出張交通費の支出について(２月分)
7,382

財政局 収税課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）ほか１点の印刷にかかる支出について（第３回払い）
244,350

財政局 収税課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 返信用封筒（財収045封筒E）ほか1点買入に係る支出について（２回目／全２回）
324,259

財政局 収税課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ29年2月分）
1,980

財政局 収税課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 大阪市インターネット公売に係るシステム利用料の支出について（第59回）
507,229

財政局 収税課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ29年2月分）
90

財政局 収税課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（Ｈ29年2月分）
450

財政局 収税課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　備品修繕料 税務事務用耐火金庫修繕に係る支出について
77,976

財政局 収税課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
23,067

財政局 収税課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
13,592

財政局 収税課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２９年２月分）
6,075,528

財政局 収税課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２９年２月分）
5,498,355

財政局 収税課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストアにおける収納代行業務委託に係る経費の支出について（平成２９年２月分）
534,968

財政局 収税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（２月分）
22,048

財政局 収税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 滞納処分書類編綴用ファイルの買入に係る支出について
310,554

財政局 収税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 オンライン用納付書の印刷に係る支出について（第４回払い）
971,460

財政局 収税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H29年2月分）
40,695

財政局 収税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 払込書（市税事務所用）の印刷及び同経費の支出について
58,968

財政局 収税課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H29年2月分）
9,482

財政局 収税課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）に係る経費の支出について（H29年2月分）
9,223

財政局 課税課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 平成29年度市民税・府民税申告の手引きほか２点印刷の支出について
832,214

財政局 課税課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　広告料 平成28年分確定申告期限周知用ポスターの地下鉄及び市バスへの車内掲出にかかる経費の支出について
459,540

財政局 課税課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（１月分）
31,864

財政局 課税課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成28年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更（決定）通知書（当年度随時分４Ｐ）印刷の支出について
161,179

財政局 課税課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 事業所税「申告納付依頼状送付用封筒」買入の経費の支出について
177,638

財政局 課税課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成29年度給与支払報告書総括表へのデータ出力処理業務委託（概算契約）の経費の支出について
505,758

財政局 課税課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（1月分）
176,164

財政局 課税課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成29年度給与支払報告書総括表等裁断・封入封緘等処理に係る業務委託（概算契約）の経費の支出について
605,651

財政局 課税課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 住宅減額適用切れビラ印刷に係る経費の支出について
47,530

財政局 課税課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税「申告書送付用封筒（ハンド分）」買入経費の支出について
96,422

財政局 課税課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税・個人住民税ガイドブック（平成28年12月改訂）」ほか５点の買入の経費の支出について
167,440

財政局 課税課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度公的年金等支払報告書年別内訳一覧表パンチデータ作成処理業務委託（概算契約）の経費の支出について
42,612

財政局 課税課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 評価研究報告書作成業務委託経費の支出について
540,000

財政局 課税課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 個人住民税課税事務関係図書「所得税法規集＜平成28年７月１日現在＞」ほか４点の買入の経費の支出について
159,084

財政局 課税課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（平成29年２月分）の支出について
5,132

財政局 課税課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成29年度市民税・府民税申告書封入封緘等処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
625,983

財政局 課税課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（土地）事務用精密住宅地図（Ａ４判）の買入に係る経費の支出について
289,656

財政局 課税課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　印刷製本費 住宅減額適用切れビラ印刷の実施に係る経費の支出について（その２）
48,232

財政局 課税課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 備品購入費　図書購入費 固定資産税（家屋）事務参考図書「建築工事管理指針＜平成28年度上巻＞」外３点買入に係る経費の支出について
32,400

財政局 課税課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成29年度課税分固定資産税・都市計画税（土地・家屋）納税通知書一般用（8P）ほか１点印刷の経費の支出について
3,212,330

財政局 課税課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税(土地・家屋)に係る料金受取人払用封筒の経費の支出について
54,756

財政局 課税課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 家屋見取図用バインダー買入に係る経費の支出について
192,780

財政局 課税課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 固定資産税（家屋）事務参考雑誌「設備工業製図」外10点買入に係る経費の支出について
25,567

財政局 課税課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成28年度市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書ほか１点追加印刷の支出について
184,377

財政局 課税課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　広告料 平成28年分確定申告期限周知用ポスターのＪＲ西日本（大阪環状線）への車内掲出にかかる経費の支出について
54,000

財政局 課税課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 軽自動車税「原動機付自転車等標識」買入にかかる経費の支出について（２回目／２回目）
484,704
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財政局 課税課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 法人市民税関係帳票「第20号様式」印刷経費の支出について
145,800

財政局 課税課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 窓口案内（自動音声）システム機器用感熱ロール紙（梅田市税事務所ほか２ヵ所）　買入の実施及び経費の支出について
34,020

財政局 課税課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成29年度市民税・府民税納税通知書兼税額変更（決定）通知書（前年度以前分）印刷の支出について
322,822

財政局 課税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 需用費　消耗品費 平成29年度固定資産税（償却資産）納税通知書一般用（８Ｐ）ほか２点印刷に係る経費の支出について
468,007

財政局 課税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税申告納付依頼状等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費に係る支出について（２月分）
181,148

財政局 課税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 委託料　委託料 平成28年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
265,570

財政局 課税課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成28年度固定資産税（土地・家屋）関係業務に係る労働者派遣の経費の支出について（２月分）
983,884

財政局
固定資産評価審査委員
会

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（２月分）
6,600

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月02日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 防火対象物定期点検報告、防災管理定期点検報告及び消防設備定期点検報告業務委託経費の支出について
59,400

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（平成29年3月分）
156,366

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
2,264

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
656

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 梅田市税事務所電源キュービクル年次点検業務委託（その２）経費の支出について
205,200

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員市内出張交通費（２月分）の支出について
320

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（２月分）の支出について
1,120

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所　再任用職員市内出張交通費（１月分）の支出について（追加）
540

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（西淀川地区税務協議会）
29,454

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（東淀川地区税務協議会）
126,561

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（大淀地区税務協議会）
38,858

財政局
梅田市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方庁分担金について（北地区税務協議会）
37,167

財政局
京橋市税事務所収納対
策担当

平成29年03月09日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任の実施に係る収入印紙及び郵便切手購入経費の支出について
2,230

財政局
京橋市税事務所収納対
策担当

平成29年03月09日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任の実施に係る収入印紙及び郵便切手購入経費の支出について
800

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 税務事務用　郵便切手（照会文書返信用等）購入経費の支出について（3月分）
104,870

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務に伴う管外出張旅費について
3,850

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務に伴う管外出張旅費について
3,850

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 京橋市税事務所税務事務用　ローカウンターの買入（その２）に係る実施及び経費の支出について
233,280

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 京橋市税事務所税務事務用　紙幣計数器の買入（その２）に係る実施及び経費の支出について
165,024

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,900

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 京橋市税事務所税務事務用　パーティションの買入に係る実施及び経費の支出について
388,800

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（城東税務署管内分）
95,511

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（旭税務署管内分）
79,588

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,160

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る管外出張旅費・市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
3,280

財政局
京橋市税事務所管理担
当

平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 京橋市税事務所税務事務用　加湿空気清浄機の買入に係る実施及び経費の支出について
168,048

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 弁天町市税事務所収納事務用金庫の購入経費の支出について
303,480

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品（データ印他）の購入経費の支出について
43,632

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所一般事務用消耗品一億円レプリカの買入経費の支出について
8,640

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（福島・此花地区）
53,398

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（西地区）
42,265

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 大正区確定申告地区相談会場使用料に係る分担金の支出について
59,833

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る地方公共団体分担金の支出について（港・大正地区）
45,966

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（29年3月追加分）
87,550

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（２月分）
3,420

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる再任用職員及び臨時的任用職員市内出張交通費の支出について（２月分）
5,070

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 弁天町市税事務所１階総合受付窓口入口自動扉改修業務にかかる経費の支出について
153,360

財政局
弁天町市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 弁天町市税事務所3階窓口入口シャッター改善業務にかかる経費の支出について
97,200
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財政局
なんば市税事務所収納
対策担当

平成29年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 相続財産管理人の選任に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
2,282

財政局
なんば市税事務所収納
対策担当

平成29年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任に係る郵便切手及び収入印紙の支出について
800

財政局
なんば市税事務所収納
対策担当

平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任に係る予納金の支出について
1,103,775

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用窓口発券機買入経費の支出について
87,480

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 なんば市税事務所税務事務用窓口発券機買入経費の支出について
288,360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
360

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,800

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 なんば市税事務所税務事務用テーブルほか３点買入経費の支出について
180,792

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 なんば市税事務所税務事務用テーブルほか３点買入経費の支出について
173,448

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（天王寺地区税務協議会）
34,230

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東地区税務協議会）
33,353

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（東成地区税務協議会）
29,031

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（南地区税務協議会）
32,907

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（浪速地区税務協議会）
23,579

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について（生野地区税務協議会）
50,358

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　建物修繕料 なんば市税事務所スロープ改修業務委託経費の支出について（その３）
419,040

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成29年2月分)
3,240

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(嘱託職員分)(平成29年1月分)（追加分）
1,320

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について（再任用職員分）（平成29年2月分）
7,180

財政局
なんば市税事務所管理
担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費等の支出について(臨時職員分）（平成29年2月分）
2,160

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 あべの市税事務所事務用多穴パンチ（バインダー用３０穴）ほか９点消耗品買入経費の支出について
41,542

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（3月分）
186,520

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　備品修繕料 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
500

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（２月分）
4,020

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 再任用職員及び臨時的任用職員の市内出張交通費の支出について（２月分）
12,044

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成28年分所得税等確定申告における申告指導会場の借上げに係る地方公共団体分担金の支出について(住吉・住之江地区)
49,666

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(西成地区)
30,435

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(阿倍野地区)
46,780

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(東住吉・平野地区)
117,856

財政局
あべの市税事務所管理
担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 負担金、補助及交付金　分担金 あべの市税事務所平成28年分所得税確定申告書等の共同発送業務に係る分担金の支出について(住吉・住之江地区)
95,724

財政局
あべの市税事務所課税
担当

平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人の選任に係る予納金の支出について
1,003,775

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（中間還付９０件）
580,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月01日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金３月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金３月分の支出について（歳出）
4,900,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月02日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２８件）
152,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１８９件）
8,371,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月02日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
4,150

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
18,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５１件）
8,403,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月06日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（７件）
9,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
111,348

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４７件）
1,626,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月07日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
121,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
1,208

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５１件）
2,544,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月08日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２３件）
36,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１０５件）
4,067,600
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財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月09日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１８件）
149,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月09日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出８０件）
10,343,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
28,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６５件）
2,829,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
10,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
411,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月14日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
60,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
12,531

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４０件）
1,580,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月15日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１５件）
76,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月15日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９７件）
10,848,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月16日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（単票）
1,217,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月16日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
18,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５６件）
1,684,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月16日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
81,596

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 滞納整理事務（集中整理第２班）にかかる管外出張について（追給分）
5,570

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
421,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６１件）
6,037,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月21日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１０件）
191,200

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
25,431

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
4,302,900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２０件）
604,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
8,315

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
10,479,800

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月23日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１３件）
30,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２８件）
1,292,100

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（単票１件）
2,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月24日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２件）
62,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
29,955

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９１件）
2,650,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
10,700

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（追支給分１件）
4,000

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票１件）
22,300

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２９件）
829,600

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２件）
120,530

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
900

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月29日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,500

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２２５件）
1,079,400

財政局
船場法人市税事務所収
納対策担当

平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４件）
17,200

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月03日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 船場法人市税事務所にかかる税務事務用リチウム電池ほか１４点買入経費の支出について
90,178

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 委託料　委託料 平成27年度～平成28年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣経費の支出について（11月分）
1,371,894

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月10日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 大阪市船場法人市税事務所事務用シュレッダー買入経費の支出について
183,600

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月13日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（２月分）
13,569

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月16日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代の支出について（３月分）
62,400

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
1,040

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
324

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪市船場法人市税事務所事務用タブレット型端末貸借経費の支出について（１月分）
8,595
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財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 使用料及賃借料　使用料 大阪市船場法人市税事務所音声認識アプリケーション使用経費の支出について（２月分）
25,920

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月22日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（３月分）
22,928

財政局
船場法人市税事務所管
理担当

平成29年03月28日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 備品購入費　庁用器具費 大阪市船場法人市税事務所３階執務室内女子更衣室扉買入経費の支出について
159,840

都市計画局 都市計画課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 第51回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
134,456

都市計画局 都市計画課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 第51回大阪市都市景観委員会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
5,190

都市計画局 都市計画課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 大阪市都市計画審議会用　平成28年度第1回大阪市都市計画審議会報酬等にかかる口座振替不能分の支出について
13,168

都市計画局 都市計画課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 大阪市都市計画審議会用　平成28年度第1回大阪市都市計画審議会報酬等にかかる口座振替不能分の支出について
960

都市計画局 都市計画課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定関係事務用等　平成２９年１月分市内出張等旅費の支出について
10,154

都市計画局 都市計画課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定関係事務用等　平成２９年１月分市内出張等旅費の支出について
8,902

都市計画局 都市計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 国土利用計画法関係事務用　大阪市土地利用審議会委員任命式出席にかかる交通費の支出について
5,370

都市計画局 都市計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 都市計画広報連絡事務用　平成28年度国際都市計画交流組織（ＩＮＥＸ）推進協議会の負担金の支出について
500,000

都市計画局 都市計画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 都市施設基本計画策定調査用「道路交通需要推計に関する分析検討調査業務委託」の委託経費の支出について
885,600

都市計画局 都市計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 国土利用計画法関係事務用　都道府県地価調査担当者会議出席に係る東京都管外出張にかかる経費の支出について
29,230

都市計画局 都市計画課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 都市計画広報連絡事務用　都市計画法規集　外１点　買入経費の支出について
37,231

都市計画局 都市計画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画決定等関係事務用　大阪都市計画図（総括図）等データ整備業務委託経費の支出について
507,600

都市計画局 交通政策課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用　平成２９年１月分市内出張等旅費の支出について
10,703

都市計画局 交通政策課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用　平成２９年１月分市内出張等旅費の支出について
640

都市計画局 交通政策課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業貸付金の支出について(平成２８年度分）
427,800,000

都市計画局 交通政策課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 鉄道整備協力費 貸付金　貸付金 大阪外環状線建設事業用　大阪外環状線整備事業貸付金の支出について(平成２７年度繰越し分）
801,500,000

都市計画局 交通政策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 めいわく駐車防止条例による啓発活動用めいわく駐車防止に関する広報業務委託経費の支出について
799,200

都市計画局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（2月10日分）
29,240

都市計画局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（1月分）
156,567

都市計画局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（1月分）
67,922

都市計画局 総務担当 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期地区に関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（2月14日分）
29,010

都市計画局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

都市計画局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,974

都市計画局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
392

都市計画局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
280

都市計画局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 一般事務　都市計画施策立案研究員に対する報償金の支出について（２月分）
420

都市計画局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（平成２９年１月分）
3,810

都市計画局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内及び近接地出張旅費の支出について（平成２９年１月分）
21,702

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期地区壁画アートに関する打ち合わせに伴う出張旅費の支出について（2月24日分）
58,660

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用プリンタートナー及びドラムユニットの購入経費の支出について
111,564

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　プリンタ（富士ゼロックス　DocuPrint3000）借入に伴う経費の支出について（2月分）
10,908

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入の実施経費の支出について（2月分）
156,600

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ファクシミリ（リコー ＲＩＦＡＸ ＭＬ４６００） 借入に伴う経費の支出について（2月分）
4,590

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発許可関係事務用　大判インクジェットプリンタ（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（2月分）
14,256

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（2月分）
134,805

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発許可関係事務用　大判インクジェットプリンタ（A0サイズ対応）の長期借入[リース契約]に伴う経費の支出について（1月分）
14,256

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（計画調整局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（2月分）
172,929

都市計画局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（2月分）
61,314

都市計画局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
2,634

都市計画局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
18,142

都市計画局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（2月分）
39,100

都市計画局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　電子メモパッドの購入について
9,849

都市計画局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用等　地方公共団体契約実務の要点外４点の概算購入について
11,206

都市計画局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（2月分）
164,274
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都市計画局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（2月分）
49,983

都市計画局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画行政支援システム用　都市計画窓口システムの改修業務の実施経費の支出について
7,106,400

都市計画局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 都市計画行政支援システム用　地形図管理基本システムの改修業務の実施経費の支出について
3,855,600

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月03日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　印刷製本費 統計調査員確保対策事業事務用　大阪市登録調査員募集チラシの印刷経費の支出について
29,484

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託(長期継続契約)経費の支出について（平成29年1月分）
172,800

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月06日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年1月分）
432

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年1月分）
600

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 報償費　報償金 平成28年経済センサス-活動調査調査員報酬にかかる供託金の支出について
28,260

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 統計資料室市民閲覧用図書１１冊の購入経費の支出について
24,775

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 経済センサス事務用　平成28年経済センサス-活動調査に係る政令指定都市事後報告会にかかる管外出張旅費の支出について（3/23）
29,648

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 大阪市統合型GIS運用促進事業用大阪市詳細図一式（246枚）の購入経費の支出について
132,840

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市統合型GIS運用促進事業用大阪市詳細図一式（246枚）の購入経費の支出について
1,800

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（平成29年2月分）
619,056

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入にかかる使用料の支出について（平成29年2月分））
322,920

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託(長期継続契約)経費の支出について（平成29年2月分）
172,800

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
2,946

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
1,294

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
3,464

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計解析事務用等　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
1,180

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 委託料　委託料 人口分析事務用　平成27年国勢調査（人口等基本集計）地方集計業務（その２）にかかる経費の支出について
751,680

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計解析用平成27年大阪府・市産業連関表作成基礎調査の調査票郵送提出にかかる郵便受取人払後納費用の支出について（２月分）
194

都市計画局 統計調査担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査員確保対策事務用　大阪市登録調査員登録期間満了に伴う登録申請書の郵送提出にかかる郵便受取人払後納費用の支出について（２月分）
22,116

都市計画局 うめきた整備担当 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 うめきた関係事務用　レーザー彫刻記念品の購入費の支出について
9,180

都市計画局 うめきた整備担当 平成29年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 うめきた関係事務用　第９回大阪駅周辺地域部会速記録作成業務経費の支出について
36,504

都市計画局 開発計画課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（１月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（１月分）
162

都市計画局 開発計画課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度JR関西本線地下化事業にかかる負担金の支出（第2回分）について
286,322,000

都市計画局 開発計画課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市再生緊急整備地域に関する打合せのための東京出張に伴う支出について（2月13日分）
28,995

都市計画局 開発計画課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 MICE戦略に関する打合せ等のための東京管外出張について
29,108

都市計画局 開発計画課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　筆耕翻訳料 都市開発プロモーション事業用MIPIM(都市開発に関する国際見本市）への出展参加によるフランス共和国での通訳経費の支出について
223,626

都市計画局 開発計画課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２８年１２月分開発計画事務用市内出張等旅費の支出について（夢咲）
1,690

都市計画局 開発計画課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市再生緊急整備地域に関する打合せ等のための東京管外出張における旅費の支出について
29,010

都市計画局 開発計画課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 中之島地域に関する打合せのための東京管外出張における旅費の支出について
29,390

都市計画局 開発計画課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　特別旅費 MIPIM(都市開発に関する国際見本市）の参加のためのフランス共和国への出張旅費の支出について（３月１３日～３月１９日）
243,720

都市計画局 開発計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
5,660

都市計画局 開発計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用MICE戦略等に関する打合せのための東京管外出張における旅費の支出について
29,020

都市計画局 開発計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
10,304

都市計画局 開発計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１月分）
326

都市計画局 開発計画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 開発計画関係事務用　ファクシミリ借入経費の支出について（平成２９年２月分）
4,590

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
9,547

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分開発計画事務用市内出張等旅費の支出について（夢咲）
936

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
11,580

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画事務用等市内出張交通費の支出について（１２月分）
326

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 平成28年度アイ・スポットにおける管理運営業務委託料の支出について（２９年２月分）
239,587

都市計画局 開発計画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 拠点地区開発計画関係事務用　平成28年度　なんば駅周辺道路空間再編社会実験における交通影響検証の共同調査業務実施に係る分担金の支出について
1,976,400

都市計画局 開発計画課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金の支出について（２月分）
7,045
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都市計画局 開発計画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　国土交通省ヒアリングのための東京管外出張旅費の支出について
28,840

都市計画局 開発計画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 アイ・スポットの企画・管理運営用業務用掃除機外６点の買入れにかかる経費の支出について
61,981

都市計画局 開発計画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（1月分）
22,776

都市計画局 開発計画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（2月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発計画関係事務用ゴム印５点の買入れにかかる経費の支出について
7,538

都市計画局 開発計画課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 アイ・スポットの企画・管理運営用　淀屋橋アイ・スポット用電気料の支出について（２月分）
14,275

都市計画局 開発計画課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（２月分）
2,516

都市計画局 開発計画課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用インターネットプロバイダ料金等の支出について（２月分）
162

都市計画局 開発計画課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（平成２９年３月分）
209,584

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成28年11月・12月分）
18,796

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　事務用品の購入経費の支出について
4,492

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 開発許可関係事務用　問答式　都市計画・開発法規の実務 外１点の概算買入について
4,218

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 開発許可関係事務用　第43回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
76,832

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 開発許可関係事務用　第43回大阪市開発審査会開催に係る委員報酬及び交通費の支出について
3,240

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 エリアマネジメント活動促進制度関係事務用東京都管外出張旅費の支出について
29,240

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成28年11月分）【口座振替不能分】
300

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成29年1月分）
12,826

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等の旅費の支出について（平成29年２月分）
10,277

都市計画局 開発誘導課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 建築美観誘導事務用　国土交通省へのヒアリングに係る東京都出張費の支出について
28,840

都市計画局 建築企画課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（１月分）の支出について
46,311

都市計画局 建築企画課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 「空き家対策特別措置法を踏まえた行政代執行の法律実務と対応策」講習会参加にかかる受講料の支出について
34,560

都市計画局 建築企画課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（建築指導研修）
26,195

都市計画局 建築企画課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（昇降機安全・事故対策研修）
16,040

都市計画局 建築企画課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍購入にかかる経費の支出について
88,130

都市計画局 建築企画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市建築審査会（３月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
120,173

都市計画局 建築企画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市建築審査会（３月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
3,940

都市計画局 建築企画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会３月定例会）の支出について
700

都市計画局 建築企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 空家等対策協議会事務用食糧費（大阪市空家等対策協議会　第２回専門部会）の支出について
200

都市計画局 建築企画課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品購入経費の支出について
17,172

都市計画局 建築企画課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 空家等対策協議会事務用食糧費（大阪市空家等対策協議会　第２回専門部会）の支出について
200

都市計画局 建築企画課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　複写電送装置（モノクロファクシミリ）使用料の支出について（２月分）
4,860

都市計画局 建築企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市空家等対策協議会（第２回専門部会）にかかる報酬および費用弁償の支出について
32,506

都市計画局 建築企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 大阪市空家等対策協議会（第２回専門部会）にかかる報酬および費用弁償の支出について
1,150

都市計画局 建築企画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 大阪市空家等対策協議会（第２回専門部会）にかかる報酬および費用弁償の支出について
32,506

都市計画局 建築企画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 大阪市空家等対策協議会（第２回専門部会）にかかる報酬および費用弁償の支出について
1,150

都市計画局 建築企画課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（１月分）の支出について（相談用）
31,389

都市計画局 建築企画課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　国土交通大学研修にかかる研修テキスト代の支出について（建築構造審査研修）
22,660

都市計画局 建築企画課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築行政事務用　平成２８年度（２月分）建築計画概要書等の写し交付等業務委託にかかる経費の支出について
192,420

都市計画局 建築企画課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　会費 「ＳＳ３」よくある指摘・お問い合わせ講習会参加にかかる受講料の支出について
21,600

都市計画局 建築確認課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報償費　報償金 建築基準行政事務用　講師謝礼金（平成28年度おおさか環境にやさしい建築表彰式における基調講演）の支出について
11,010

都市計画局 建築確認課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用平成２８年度建築行政支援システムの再構築に係る機器等一式　長期借入料（再リース）（2月分）の支出について
55,728

都市計画局 建築確認課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用市民用建築情報検索システムの構築に係る機器等一式　長期借入料（２月分）の支出について
65,340

都市計画局 建築確認課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（庁内サーバ環境）利用に係る業務委託料（2月分）の支出について
238,140

都市計画局 建築確認課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用大阪市建築行政支援システム運用業務委託料（2月分）の支出について
140,400

都市計画局 建築確認課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用Super Build／SS7（Super Build／SS3からの書換）購入経費にかかる支出について
648,000

都市計画局 建築確認課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成２８年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（２月分）の支出について
758,595

都市計画局 監察課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
1,140
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都市計画局 監察課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度補助金の支出について
63,000

都市計画局 監察課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
1,920

福祉局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　吊り下げ名札　外３点の購入にかかる経費の支出について
81,604

福祉局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　市内出張交通費に係る支出について（平成２９年１月分）
21,220

福祉局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 厚生労働省研修生派遣にかかる事前調整に要する管外出張旅費の支出について
58,200

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
15,357

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
218,074

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・リハセン・地域福祉課（総福システム）」長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
5,508

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （23）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年4月導入）の長期借入（保護課・介護保険課（船場分室））にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
38,880

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
7,344

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑨　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２６．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
370,761

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２５．３導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
176,251

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑩　一般事務用庁内情報利用パソコン機器等の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
207,576

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑫　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成27年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
716,644

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑪　一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成26年10月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
44,582

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料
⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入（総務部、高齢施策部、生活福祉部、障がい者施策部）にかかる経費の支出について（平成29年２月
分） 10,908

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 （21）平成28年度複写電送装置（ファクシミリ・経理・企画課分室分）の借入（再リース）経費の支出について（平成29年２月分）
1,966

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 （21）平成28年度複写電送装置（ファクシミリ・経理・企画課分室分）の借入（再リース）経費の支出について（平成29年２月分）
842

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
8,909

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
854

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
6,834

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
3,417

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
854

福祉局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
1,708

福祉局 総務課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
4,455

福祉局 総務課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（福祉局）一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
4,454

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年２月分）
15,285

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２９年１月分）
26,591

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（平成２９年２月分）
5,696

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑥　一般事務用　庁内情報利用パソコン（Ｈ２４．１１導入）長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
132,332

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑬　一般事務用　視覚障害者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
53,330

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑭　一般事務用　平成２４年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
10,108

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （22)一般事務用 視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
27,687

福祉局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成２９年３月分）
753,168

福祉局 総務課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（平成２９年１月分）
31,245

福祉局 総務課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室用ファクシミリ長期借入について（平成２９年２月分）
6,694

福祉局 総務課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（平成２９年３月分）
884,974

福祉局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・平成29年2月分）
1,394

福祉局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度福祉局文書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
69,750

福祉局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度福祉局文書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
97,650

福祉局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
3,888

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２９年２月分コピー代金の支出について（２台分）
47,876

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成29年2月分コピー代金の支出について（12台分）
449,070

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　手数料 福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる仲介手数料の支払いについて
111,240

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
2,894

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　ＩＣＴ利用に伴うマジックコネクト利用にかかる経費の支出について（２月分）
853

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる所要経費の支出について
239,366
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福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
10,688

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
187

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
13,738

福祉局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
1,823

福祉局 総務課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成２９年２月分コピー代金の支出について（２台分）
56,254

福祉局 総務課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の経費の支出について（2月分）
1,381

福祉局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度　社会福祉施設・法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第３回、第４回実施分）
227,542

福祉局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度　社会福祉施設・法人選考専門分科会委員報酬及び交通費の支出について（第３回、第４回実施分）
9,260

福祉局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
51,300

福祉局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料平成２９年２月分）
3,998

福祉局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（通信費及び使用料平成２９年２月分）
108

福祉局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録（労働時間・休日・休暇管理の手引）の購入にかかる経費の支出について
7,879

福祉局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（平成２９年２月分）
54,600

福祉局 総務課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室電話料金（３回線）の支出について（平成２９年２月分）
64,156

福祉局 経理・企画課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（３月２日支給分）
195,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金の支出について（３月２日支給分）
120,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ事務用「ホワイトボード用マーカー外３点」買入経費の支出について
5,508

福祉局 経理・企画課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「厚生法規総覧追録（４９２２～４９３２号）」買入経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金等（施設児童分）の支給に係る経費の支出について（７回目）
255,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 大阪市臨時福祉給付金等（施設児童分）の支給に係る経費の支出について（７回目）
30,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「問答式　社会福祉の法律実務　追録（119-120号）」買入経費の支出について
7,412

福祉局 経理・企画課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 調達事務用　トナーカートリッジ　買入経費の支出について
13,824

福祉局 経理・企画課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要追録545号」買入経費の支出について
2,484

福祉局 経理・企画課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金の申請勧奨にかかる税務事務システムにおける情報抽出等業務経費の支出について
1,282,684

福祉局 経理・企画課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金の申請勧奨にかかる税務事務システムにおける情報抽出等業務経費の支出について
5,586,332

福祉局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
216

福祉局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
11,100

福祉局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
58,706

福祉局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　手数料 平成28年度福祉局小口支払基金の繰入について（2月分）
8,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（２月請求分）その２の支出について
829

福祉局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（２月請求分）その２の支出について
1,936

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「ふせん　ほか３２点」の買入経費の支出について
53,428

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度もと夕凪寮機械警備業務委託料の支出について（２月分）
16,200

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業用　窓あき封筒ほか２点の買入経費の支出について（１回目）
5,561,244

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１４点の借入に係る経費の支出について（２月分）
147,270

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 臨時福祉給付金支給事業用オフィスデスク他１４点の借入に係る経費の支出について（２月分）
343,630

福祉局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等の支給に係る経費の支出について（口座不能等１回目、システム終了後の支払分）
42,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達事務用市内出張旅費の支出について（２９年２月分）
1,246

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（２月分）
26,654

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（２月分）
1,022,087

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事務用　ボールペン（青）ほか35点の買入経費の支出について
1,637,344

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金（経済対策分）支給事務用　郵便料金（２月分）の支出について（料金後納郵便分）
14,164

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　郵便料金（２月分）の支出について（料金後納郵便分）
848,843

福祉局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金支給事務用　料金受取人払郵便料金（２月分）の支出について
222,940

福祉局 経理・企画課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（２月分）
89,654

福祉局 経理・企画課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金等支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（２月分）
24,496

福祉局 経理・企画課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　光熱水費 臨時福祉給付金等支給事務用　中央卸売市場業務管理棟１３・１４階　電気使用料の支出について（２月分）
57,159
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福祉局 経理・企画課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ調査研究用「厚生法規総覧追録（４９３３～４９４３号）」買入経費の支出について
32,551

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金等支給事務用　コピー代金の支出について（２月分）
3,972

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

需用費　消耗品費 臨時福祉給付金等支給事務用　コピー代金の支出について（２月分）
9,269

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三井住友：２月分）
282,744

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（三菱東京ＵＦＪ：２月分）
459,756

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（りそな：２月分）
207,468

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　手数料 臨時福祉給付金等支給事業に係る口座振込手数料及び組戻手数料の支出について（みずほ：２月分）
133,596

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 平成２８年度大阪市臨時福祉給付金コールセンター運営業務委託経費の支出について
12,856,320

福祉局 経理・企画課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 平成２８年度大阪市臨時福祉給付金コールセンター運営業務委託経費の支出について
29,998,080

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方公共団体契約実務の要点追録82-83号」買入経費の支出について
4,502

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 もと大阪ボランティア協会事務室管理業務経費の支出について（EV保守料、受水槽清掃料、簡易専用水道定期検査料）
118,873

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 もと大阪ボランティア協会事務室管理業務経費の支出について（自動ドア等点検）
254,333

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 もと大阪ボランティア協会事務室管理業務経費の支出について（平成28年4月分～平成29年2月分の電気代・子メーター分）
13,098

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（２月分）の支出について
3,135

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時福祉給付金等支給事務用　市内出張旅費（２月分）の支出について
3,135

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（３月請求分）の支出について
323,444

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

役務費　通信運搬費 臨時福祉給付金等事務用　大阪市中央卸売市場　電話利用料（３月請求分）の支出について
754,702

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（２月分）
7,415,129

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

委託料　委託料 臨時福祉給付金支給事業実施に係る労働者派遣経費の支出について（２月分）
3,177,914

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等の支給に係る経費の支出について（口座不能等２回目、システム終了後の支払分）
15,000

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　分担金 臨時福祉給付金等支給事務用　東成総合会館エレベーター及び自動扉保守点検料の維持管理協定書による経費の支出について
134,597

福祉局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　分担金 臨時福祉給付金等支給事務用　東成総合会館エレベーター及び自動扉保守点検料の維持管理協定書による経費の支出について
57,684

福祉局 地域福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 社会・援護局関係主管課長会議への出席に係る経費の支出について（平成29年3月2日分）
29,230

福祉局 地域福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成28年民生委員一斉改選にかかる民生委員・児童委員交付物品（訪問シート）経費の支出について
585,360

福祉局 地域福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２９年１月分出張旅費の支出について
7,080

福祉局 地域福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 福祉教材に関する評価検討選定会議に係る報償金の支出について（平成29年2月20日開催分）
101,698

福祉局 地域福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉課一般事務用ゼムクリップほか６点の購入経費の支出について
8,405

福祉局 地域福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会地域福祉基本計画策定・推進部会（平成29年３月２日開催分）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
97,518

福祉局 地域福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会地域福祉基本計画策定・推進部会（平成29年３月２日開催分）にかかる報酬及び費用弁償の支出について
2,840

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
906,183

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 平成28年度障がい者・高齢者虐待防止対応マニュアル（概要版）の作成経費の支出について
77,760

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
123,320

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
1,822,068

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
6,730,400

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
455,517

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
744,411

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度　総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務２の所要経費の支出について
24,794,640

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　総合福祉システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（２月分）
911,034

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 総合福祉システム関係事務用「業務統合端末等機器（福祉局）　長期借入」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,661,882

福祉局 地域福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 平成28年度障がい者・高齢者虐待防止対応マニュアル（概要版）の作成経費の支出について
151,200

福祉局 地域福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システムグループ事務用「電話機（子機１台付）　買入」にかかる経費の支出について
19,116

福祉局 地域福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（２月分）
1,010

福祉局 地域福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 民生委員・児童委員活動記録集計表の作成経費の支出について
45,954

福祉局 地域福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 相談支援グループ　平成２９年２月分出張旅費の支出について
7,980

福祉局 地域福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用窓あき封筒買入にかかる経費の支出について
596,160

福祉局 地域福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関係事務用窓あき封筒買入にかかる経費の支出について
596,160
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福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会（平成29年２月16日開催分）に係る報酬及び費用弁償の支出について
243,795

福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度第２回大阪市社会福祉審議会地域福祉専門分科会（平成29年２月16日開催分）に係る報酬及び費用弁償の支出について
7,440

福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総合福祉システム事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,146

福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（平成２９年２月分）
2,706

福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（平成２９年２月分）
17,856

福祉局 地域福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　筆耕翻訳料 民生委員・児童委員に対する表彰状等毛筆筆耕（部分書き）経費の支出について（第3回分納分）
168,674

福祉局 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
17,125,269

福祉局 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
5,372,764

福祉局 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
26,180

福祉局 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生業扶助金 支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
11,800

福祉局 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　措置扶助金 支援給付被支援者にかかる配偶者支援金の支出について（平成２９年３月分）
650,070

福祉局 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について（平成29年２月７日開催分）
52,419

福祉局 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活福祉部保護課（医療グループ）市内出張交通費（１月分）の支出について
17,616

福祉局 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用『薬効・薬価リスト　平成２８年度版』ほか３点の書籍購入費の支出について
401,652

福祉局 保護課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（紙おむつ代）の支出について（平成２９年２月請求分）
3,024

福祉局 保護課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について　保護グループ
210

福祉局 保護課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について　保護グループ
10,898

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 大阪市立保護施設民間移管予定者選定会議委員報酬の支出について（平成２９年２月８日実施）
70,332

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護担当職員事務用フラットファイル買入に係る経費の支出ついて
108,172

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護関係業務非常勤嘱託職員の平成２９年度任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
48,600

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市任期付職員（福祉職員：生活保護ケースワーカー）の平成２９年４月１日付任用にかかる論文試験出題・採点業務経費の支出について
35,700

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（淀川寮救護１２月分）
13,494,384

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（大淀寮救護１２月分）
1,920,493

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（第２港晴寮１２月分）
230,343

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（港晴寮１２月分）
39,431,683

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分保護費、１月作業分）の支出について
976,374

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（淀川寮更生１２月分）
5,005,861

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市立生活保護施設の運営委託料に係る経費の支出について（３月分）　　　　　　　（淀川寮救護、淀川寮更生、大淀寮救護、大淀寮更生、港晴寮、第２港晴寮）
97,612,350

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市設生活保護施設の運営委託料にかかる経費の追給について（大淀寮更生１２月分）
41,678,834

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２９年１月概算分）の精算について（追給）
962,866

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成２９年３月概算分）の支出について
53,884,776

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２９年１月概算分）の精算について（追給）
7,919,372

福祉局 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成２９年３月概算分）の支出について
203,041,770

福祉局 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料の支出について(平成29年1月申込分)
35,910

福祉局 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（住宅改修費）の支出について（平成２９年３月請求分）
20,000

福祉局 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 生活保護等関連事業委託事業者選定会議に係る委員報酬の支出について（平成29年２月16日開催分）
52,419

福祉局 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（１月分）の支出について
10,280

福祉局 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２８年度心理判定業務（管外出張）にかかる支出について（救護施設　さわやか荘）
3,800

福祉局 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）平成２９年３月分の支出について
5,844,000

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成２９年１月審査分
116

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害にかかる療養補償費の支出について（平成２８年１２月から１月分）
20,376

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護制度に関する国庫補助協議への出張にかかる同所要経費の支出について
29,240

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　ふせん外１１点買入にかかる経費の支出について
23,697

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護一般事務用　平成２８年度「生活と福祉」買入にかかる経費の支出について（２月分）
10,206

福祉局 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成２９年１月審査分
87,561

福祉局 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護診療報酬　平成２９年２月審査分（追加払い）の支出について
890,375,014

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料平成２９年２月審査分の支出について
39,805



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費平成２９年２月審査分の支出について
2,019,876

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係全国係長会議への出張にかかる同所要経費の支出について
87,720

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（２月分）の支出について
25,009

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料平成２９年２月審査分の支出について
7,117,970

福祉局 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）平成２９年２月審査分の支出について
494,046,724

福祉局 保護課 平成29年03月23日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 生活保護法第６３条に基づく費用徴収金の歳出還付について（生野区平成２７年度収納分）
605,031

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費の支出について（平成２９年２月申請分）
173,360

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「総合福祉Ａ４改ざん防止用紙　ほか４点」の印刷及び同所要経費の支出について（第４回納品分）
1,312,621

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,473,257

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～平成３１年１２月）にかかる使用料の支出について（２月分）
374,436

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～平成３１年１２月）にかかる使用料の支出について（２月分）
272,808

福祉局 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（平成２９年３月審査分）
20,682,412

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について（平成２９年３月請求分）
9,960

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 診療報酬明細書内容点検及び分析業務委託事業者選定会議の実施にかかる同所要経費の支出について（平成28年12月12日、平成29年２月20日、２月27日開催）
135,484

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用レセプトデータ受信のための回線使用料の支出について（３月分）
5,367

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：３）の支出について
136,728

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：２）の支出について
130,410

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（２月分）
174,886

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：４）の支出について
353,322

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（２月分：１）の支出について
296,946

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入経費の支出について（平成２９年１月分）
884,822

福祉局 保護課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（２月分）
1,624,499

福祉局 保護課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（２月分）の支出について　査察グループ
29,260

福祉局 保護課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度生活保護法医療扶助診療報酬明細書内容点検等業務にかかる所要経費の支出について（平成２９年２月点検分）
5,506,942

福祉局 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について　保護グループ
884

福祉局 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡、文書料）の支出について（平成２９年３月請求分）
26,000

福祉局 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について　保護グループ
8,254

福祉局 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（２月分）の支出について
9,060

福祉局 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　印刷製本費 「生活保護の基礎知識（平成２９年度版）」の印刷にかかる同経費の支出について
246,304

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 新規申請の支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
127,860

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　住宅扶助金 新規申請の支援給付被支援者にかかる支援給付金の支出について（平成２９年３月分）
40,000

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 支援給付被支援者にかかる介護支援給付（福祉用具購入費）の支出について（平成２９年３月請求分）
2,003

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具、眼鏡）の支出について（平成２９年３月請求分）
136,864

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について（平成２９年３月請求分）
63,720

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用各種封筒の買入及び同所要経費の支出について（第２回納品分）
3,075,559

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総合福祉システム関連事業用「総合福祉Ａ４改ざん防止用紙　ほか４点」の印刷にかかる同所要経費の支出について（第５回納品分）
167,670

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費支給にかかる両替手数料の支出について　１１
9,072

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(平成２９年４月分）の支出について
6,728,651,631

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(平成２９年４月分）の支出について
3,405,604,896

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(平成２９年４月分）の支出について
48,617,296

福祉局 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(平成２９年４月分）の支出について
8,762,778

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
378

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料平成２９年２月審査分の支出について
70,799

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（紙おむつ代）の支出について（平成２９年３月請求分）
52,296

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬平成２９年３月審査分（概算払い）の支出について
15,000,000

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（３月分）
76,832

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 大阪市医療扶助審議会（精神部会）委員に対する報酬及び交通費の支出について（３月分）
2,580
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福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 第二回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議出席に係る管外出張経費の支出について
59,280

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費（１月分）の支出について　保護グループ
6,692

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用「後発医薬品希望カード」印刷に係る経費の支出について
379,080

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 総福応用用紙ほか１７点の印刷及び同所要経費の支出について
2,863,360

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（３月分）
41,988

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成２８年度　総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託の支出について（概算契約）（その２）（２月作業分）
920,513

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料平成２９年２月審査分の支出について
21,947,221

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬平成２９年３月審査分（概算払い）の支出について
7,000,000,000

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成２８年度総合福祉システム（福祉五法システム・生活保護システム）徴収金等口座振替依頼データ電子媒体分割等処理業務の経費の支出について（３月分）
390,016

福祉局 保護課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度支援相談員配置委託金の受入超過にかかる還付金の支出について
212,092

福祉局 保険年金課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（１月分）
53,450

福祉局 保険年金課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（１２～１月分・第１回）
7,162,332

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
360

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 国民年金事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（その２）にかかる所要経費の支払について（１月分）
57,855

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（１月分）
42,256

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（１月分）
113,028

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成事務用　平成28年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（概算契約・その２）委託料の支出について（１月分）
19,776

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
8,770

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険における保険料軽減判定に関する意見交換会等への出席にかかる同所要経費の支出について
28,840

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険料減免申請書送付状（３割軽減）ほか６点の作成にかかる所要経費の支出について（３回目）
114,512

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務（その２）にかかる所要経費の支払について（１月分）
349,436

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
373,819

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 旅費　費用弁償 平成28年度大阪市国民健康保険運営協議会第２回総会に係る委員報酬及び交通費の支出について
11,220

福祉局 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 国保賦課事務用　所得申告書送付状（２月、３月分）にかかる所要経費の支出について
109,113

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
30,512

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
31,710

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月正常分娩）
62,572,418

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
3,231,052,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
212,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
2,134,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費
拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第１１期分後期高齢者支援金、前期高齢者納付金及び事務費拠出金の支出について
225,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 介護納付金 介護納付金 介護納付金 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度第１１期分　介護給付費・地域支援事業支援納付金の支出について
1,300,784,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（１月分）の支出について
840

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金の支出について（３月分）
2,146,885,454

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務参考用）健康保険法令通達要覧　追録137号買入に係る経費の支出について
4,399

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成29年１月分）
8,265

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(平成29年３月分)
306,650

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務にかかるトナーカートリッジの購入経費の支出について
48,600

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成29年1月分）
11,622

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（３月１０日支払分）（歳出還付）
232,328

福祉局 保険年金課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成29年1月分）
7,748

福祉局 保険年金課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（５～１月分・第１回）
12,075,030

福祉局 保険年金課 平成29年03月14日
後期高齢者医療事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２９年２月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出）の支出について
106,720

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
6,231,699

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について(償還払分)（中央区分）
21,441

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
10,232,576

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
11,476,712
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福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
11,342,152

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
455,292

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国民健康保険保険者共同電算処理事業手数料の支出について（２月分）
1,759,268

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
2,137,525

福祉局 保険年金課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出について（１月分）
3,478,691

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会：３月審査概算払分）
127,777,502

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：３月審査概算払分）
108,686,756

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：３月審査概算払分）
210,309,215

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
27,720

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（熊本地震に伴う保険者不明分請求）の支出について（１月分）
11

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（一般概算）の支出について（３月概算払分）
5,894,348,396

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（２月審査分）
30,550,812

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（一般）の支出について（２月決定分）
350,493,354

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（柔整）の支出について（２月決定分）
1,296

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（一般）の支出について（２月決定分）
1,757,879,988

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成29年２月分）
134,413,980

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付事業用出産育児一時金（直接支払制度）の支出について（２月異常分娩）
53,061,549

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用精神結核付加金（一般・退職）の支出について（２月審査分）
513,618

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養給付費負担金 国民健康保険給付事業用療養の給付費（退職）の支出について（２月審査分）
282,831,619

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付事業用療養費（退職）の支出について（２月決定分）
5,474,349

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付事業用高額療養費（退職）の支出について（２月決定分）
48,414,564

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（平成29年２月分）
2,954,733

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費拠出金 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額医療費共同事業拠出金の支出について（第11期分）
901,457,035

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計
高額医療費共同事業拠
出金

高額医療費共同事業拠
出金

保険財政共同安定化事
業拠出金

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度保険財政共同安定化事業拠出金の支出について（第11期分）
4,112,582,353

福祉局 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　消耗品費 医療費通知（国保）ほか１件の印刷にかかる経費の支出について（２月納品分）
475,956

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国保・年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録577-578号 ほか2件の買入経費の支出について
285,625

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 （国民年金事務参考用）国民年金質疑応答逐条改正経過集覧２１０号～２１１号の買入経費の支出について
6,048

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度ねんきんネット利用パソコンの長期継続契約による借入経費の支出について（２月分）
50,544

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保事務用）USB　ほか13点の買入にかかる経費の支出について
72,117

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 （国保・年金事務参考用）国民健康保険関係法規集　追録577-578号 ほか2件の買入経費の支出について
282,725

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について
91,387,538

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について
1,705,463

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健診留意事項送付用封筒の購入経費の支出について
86,400

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健診周知用）ほか２点の印刷経費の支出について
60,653

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 保健事業ポスター（特定健診周知用）ほか２点の印刷経費の支出について
9,603

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年２月分）
10,182

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年２月分）
44,161

福祉局 保険年金課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（平成２９年２月普通徴収分保険料等収納額相当額）
1,283,935,337

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
71,280

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会：２月審査分）
1,662,240

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（２月分）
6,868,835

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：２月審査分）
56,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：２月審査分）
134,480

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：２月審査分）
5,626,080

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：２月審査分）
1,704,800

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
325,458

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
222,264
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福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
61,560

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
218,451

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
1,013,396

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
29,668

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
119,028

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（２月分　レセ電）
571,886

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（２月分　柔整）
1,830,420

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 診療報酬審査支払費 委託料　委託料 国民健康保険診療報酬明細書審査支払にかかる手数料の支出について（２月分　調剤）
30,278,484

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度中央区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
3,827,736

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度都島区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
4,009,500

福祉局 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度北区ほか７区特定健康診査等（集団健診）業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
5,139,288

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(３月決定分)
2,795,364

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスター複写データ使用料の支出について（２月分）
17,850

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：３月決定分）
2,544,597

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：３月決定分）
1,976,857

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
103,478

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
7,740

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保賦課事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
41,990

福祉局 保険年金課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成28年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（2月分）
149,034

福祉局 保険年金課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年２月分）
128,376

福祉局 保険年金課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成２８年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成２９年２月分）
78,017

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民年金事務用　年金時代(平成２８年４月～平成２９年３月分)の買入経費の支出について
6,864

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
316,882

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
229,564

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
158,440

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
114,782

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
17,670

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
158,440

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
114,782

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
167,430

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
57,507

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
316,882

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
229,564

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（２月分）
26,685

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施にかかる支出について（２月分）
58,030

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（国保広域化対応）委託料の支出について（平成２９年２月納品分）
2,808,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
95,970

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
1,147,817

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
1,584,408

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
2,660

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　みおつくし印字用紙（A４）印刷にかかる経費の支出について
85,536

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保徴収事務用　納付書等送付先（変更）届出書ほか１点印刷にかかる経費の支出について
47,341

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務の実施にかかる支出について（２月分）
281,316

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
55,785

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 国保給付事務・保健事業用　平成２８年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
285,780

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　印刷製本費 平成２８年度　後期高齢者医療保険料決定通知書同封ビラ（年次）ほか３点の所要経費の支出について（９回目）
26,101

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
229,564
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福祉局 保険年金課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
316,882

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム　サーバ機器等　一式　長期借入のリース料の支出について（２月分）
1,823,007

福祉局 保険年金課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム 業務統合端末等機器 長期借入のリース料の支出について（２月分）
1,634,105

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
5,589

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
3,910

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
8,259

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
2,097

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
100,031

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
22,068

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
262,180

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
98,752

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について(平成29年2月分)
65,213

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２９年２月審査分特定健康診査等委託料の支出について
44,911,441

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２９年２月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
139,251

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（２月分）
165,922

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（２月分）
169,257

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料
平成２８年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出について
（２月分） 197,942

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 委託料　委託料 平成２９年２月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
1,431,356

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２８年度　保険年金課共通帳票の作成に係る所要経費の支出について（第3回目）
2,101

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　消耗品費 後期高齢者医療制度　偽造防止用紙（あずき色）の印刷にかかる所要経費の支出について
80,352

福祉局 保険年金課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 国保・後期徴収事務用　マルチペイメントネットワークを利用した口座振替・自動払込受付サービスにかかる経費の支出について(平成29年2月分)
22,691

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（２月分）
35,398

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,800

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
313,117

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
336,275

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（２月分）の支出について
910,506

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（29.２月分）
5,173,577

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保徴収事務用　市内出張交通費（２月分）
1,800

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
326,182

福祉局 保険年金課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
156,880

福祉局 保険年金課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（２月点検分）
4,671,568

福祉局 保険年金課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度国民健康保険特定健康診査・保健指導府費負担金の受入超過に係る返還について
34,098,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２８年度　後期高齢者医療歯科健康診査用　ゴム印作成に係る所要経費の支出について
842

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 運営協議会費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度大阪市国民健康保険運営協議会第2回総会会議録作成業務の委託に係る同所要経費の支出について
14,327

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 健康づくり応援ノートの印刷経費の支出について
218,592

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（１、２月分・第１回）
8,294,050

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度　国民健康保険事業用「健康づくり支援事業」委託料の支出について　（２月分）
51,722

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成２８年度国民健康保険事業用１日人間ドック委託料の支出について（２月分・第１回）
1,096,860

福祉局 保険年金課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 平成２８年度　後期高齢医療制度所得申告書用紙（バッチ用）の作成にかかる所要経費の支出について
64,260

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度ねんきんネット用回線使用料の支出について（２月分）
127,300

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度ねんきんネット用端末通信料の支出について（２月分）
32,562

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成用平成28年度第三者行為求償事務委託経費（後期分）の支出について
9,813

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
1,276,749

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：３月審査概算払分）
38,319,129

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（２月分）
300

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：２月審査分）
393,068

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成用平成28年度第三者行為求償事務委託経費（後期分）の支出について
26,298
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福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表マスター複写電子媒体作成業務委託経費の支出について（２月提供・３月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（３月審査概算払分）
10,000,374

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 医療助成用平成28年度第三者行為求償事務委託経費（後期分）の支出について
18,056

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 医療助成用平成28年度第三者行為求償事務委託経費（後期分）の支出について
30,558

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２８年度国保給付事務用市内出張交通費（平成２９年２月分）の支出について
4,764

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成29年２月分）
8,284

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（平成２９年２月分）
193,235

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度国民健康保険第三者行為損害賠償求償事業委託料の支出について（後期）
7,149,905

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成29年2月分）
17,435

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成28年度　国民健康保険料決定通知書封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（２月分）
50,846

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・一般）の支出について（口座不能分）
2,352,795

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る２月分（１２月施術・退職）の支出について（口座不能分）
55,762

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保健事業費 保健事業費 保健事業費 需用費　印刷製本費 重複・頻回受診者健康教育啓発事業用リーフレットの印刷にかかる経費の支出について（２回目）
25,272

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度国民健康保険療養給付費等負担金の受入超過に係る返還について
1,195,985,897

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の受入超過に係る返還について
29,186,000

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２８年度　後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支払について（２月分）
1,920

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

後期高齢者医療広域連
合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度　後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（２月特別徴収分保険料等収納額相当額）
1,924,183,606

福祉局 保険年金課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成29年2月分）
11,624

福祉局 自立支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
189,866

福祉局 自立支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
496,240

福祉局 自立支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
279,870

福祉局 自立支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払２月分）の支出について
1,138,338

福祉局 自立支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（１月分）の支出について
54,563

福祉局 自立支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（１月分）の支出について
71,139

福祉局 自立支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報償費　報償金 大阪市生活困窮者自立支援事業委託事業者選定会議にかかる報酬の支出について（平成28年12月26日、平成29年２月９日、平成29年２月23日開催分）
152,757

福祉局 自立支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 委託料　委託料 平成28年度子ども自立アシスト事業委託料の支出について（単価契約、平成29年1月分）
310,824

福祉局 自立支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成28年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金、民間住宅３月臨時払い分）の支出について
219,000

福祉局 自立支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成28年度子ども自立アシスト事業委託料の支出について（単価契約、平成29年1月分）
2,665,028

福祉局 自立支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（平成29年２月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
6,300

福祉局 自立支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）２月分の支出について
1,296

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
178,904

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
22,030

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
30,213

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
48,141

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
209,292

福祉局 自立支援課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
24,420

福祉局 自立支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）変更契約にかかる使用料の支出について（平成29年２月分）
1,109,484

福祉局 自立支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ事業用市内出張交通費（２月分）の支出について
22,120

福祉局 自立支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター２月分）
13,608

福祉局 自立支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室２月分）
6,408

福祉局 自立支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）２９年４月分の支出について（旧年度執行分）
4,536,000

福祉局 自立支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）２９年４月分の支出について（旧年度執行分）
2,000,000

福祉局 自立支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）２９年４月分の支出について（旧年度執行分）
30,000

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（２月分）の支出について
55,109

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 扶助費　措置扶助金 平成28年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金、民間住宅３月定例払い分）の支出について
495,000

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（２月分）
17,206
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福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（１月分）
20,564

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル３階（緊急入院保護業務センターほか２施設）電気料金（２月分）の支出について
71,828

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（受取人払分）
38,169

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（２月分）の支出について（差出分）
148,687

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料の支出について（２月分）
5,130

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
207,286

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
380,777

福祉局 自立支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払３月分）の支出について
2,163,346

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度手話通訳者養成研修事業にかかる分担金の支出について（第4四半期分）
1,870,500

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（派遣事務第3四半期分）
9,416,640

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（養成研修第4四半期分）
245,250

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 大阪市こころを結ぶ手話言語条例推進方針検討会議にかかる報償金の支出について（平成29年1月18日分）
115,481

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度障がい者福祉事業用市内出張交通費の支払いについて（１月分）
17,336

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター1月分）
56,310

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（１月分）
17,740,050

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市障がい児等療育支援事業の支出について（１０～１２月分）
5,439,290

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等平成２９年２月決議分）
804,900

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（平成２９年２月決議分）
2,892,990

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（平成２９年１月決議分）
43,800

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度特別障がい者手当等給付費の支出について（平成２９年１月決議分）
775,320

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 （市営交通料金福祉措置等事業用）テープのり（本体）ほか１点買入にかかる経費の支出について
17,010

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度市営交通乗車証等更新交付申請書等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
215,654

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度市営交通乗車証等更新交付申請書等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
76,351

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成２８年度市営交通乗車証等更新交付申請書等封入封緘等業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
77,944

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成２８年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（平成２９年３月分）
3,239,100

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月15日
心身障害者扶養共済事
業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成２８年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（平成２９年３月分）
23,640,000

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成28年度障がい者就業訓練受託事業者選考会議（第2回）開催にかかる選考委員報償金の支出について
33,066

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院1月分）
5,170

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金の支出について
8,068,800

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第４四半期分）
5,220,000

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第28号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第２回大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成29年2月14日開催分）
178,783

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成２８年度大阪市障がい者福祉関係業務委託受託事業者選定会議委員への報償金の支出について（平成２９年２月２４日実施分）
52,129

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成28年度第２回大阪市障がい者差別解消支援地域協議部会委員等報酬及び費用弁償の支出について（平成29年2月14日開催分）
4,260

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会への出席にかかる内閣府（東京都）への出張及び同経費の支出について（障がい者福祉事業用）
29,240

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 障がい者福祉事業用 のりつきメモ　ほか２０点買入にかかる経費の支出について（障がい者福祉事業用）
95,034

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育手帳交付事務業務用　療育手帳ビニールカバーの作成経費の支出について
299,980

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　印刷製本費 （障がい福祉事業用）平成28年度版“はーとふる”ガイドの印刷にかかる所要経費の支出について
166,212

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がいがある方のための福祉のあらまし　平成28年度版」点字版作成業務にかかる所要経費の支出について
899,200

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度市営交通料金福祉措置にかかる券面調整費の支出について【乗車証等作成費】
3,421,667

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度市営交通機関乗車料金福祉措置にかかる交付金の支出について【精算額（９月末実績繰入額）】
99,965,390

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託（その２）の支出について
313,200

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度身体障がい者自動車改造費補助金の支出について（第４号）
100,000

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度障がい者福祉事業用市内出張交通費の支払いについて（２月分）
31,144

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度障がい者福祉バス借上補助金の支出について（第29号）
51,500

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年度大阪市障がい者等基礎調査票（Ｅ２）の返送にかかる料金受取人払郵便料金の支払いについて（２月分）
11,252

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年度大阪市障がい者等基礎調査票の返送にかかる料金受取人払郵便料金の支払いについて（２月分）
1,375
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福祉局 障がい福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年度大阪市障がい者等基礎調査票（Ｅ２）の発送にかかる後納郵便料金の支払いについて（２月分）
19,560

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 市営交通料金福祉措置利用者に対するアンケート調査票の返送にかかる料金受取人払郵便料金の支払いについて（２月分）
3,395

福祉局 障がい福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（２月分実績）の支出について
70,548,490

福祉局 障がい支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成29年1月提供分）
12,538

福祉局 障がい支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成29年1月提供分）
238,937

福祉局 障がい支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（1月分）の支出について
11,400

福祉局 障がい支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H28.10～12月サービス提供分）
537,360

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その８）
392,535

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その９）
366,120

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市重症心身障がい児者等医療型短期入所実施期間における受入業務の支出について（ボバース・第３四半期分）
284,200

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金の支出について
2,168,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設給付費（医療費点数外）の支出について（１月分）
53,640

福祉局 障がい支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度施設児童援護費（法外援護費）の支出について（１月提供分）
12,620,612

福祉局 障がい支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１０）
389,490

福祉局 障がい支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成28年1月提供2月請求分）
84,540

福祉局 障がい支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成29年１月分その２）【大阪市外分】
353,600

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度市内出張旅費（近接地）の支出について（１月分）
19,620

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１１の１）
389,490

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市重症心身障がい児者地域生活支援センター事業の業務委託経費の支出について（第４四半期分）
1,001,208

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　障がい福祉サービス費の支出について（２月審査分）
4,530,446,708

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　障がい児給付費の支出について（１月審査分）
684,677,476

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H29.1月サービス提供分）
249,332

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（７・８月サービス・２月請求分）
71,500

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（１２月サービス・１月請求分）その２
10,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（１６）
57,200

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給事業にかかる給付金の支払いについて（平成28年４～９月分・その６）口座不能による再支出
27,600

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2821号、第2836号）
150,930

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度　障がい児給付費の支出について（１月審査分）
1,825,673

福祉局 障がい支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（２月審査分）
247,284,482

福祉局 障がい支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H28.10～12月サービス提供分）
13,079

福祉局 障がい支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度第二子等放課後等デイサービス及び障がい児入所支援利用料軽減にかかる給付費の支払いについて１２（１０月～１月分）
27,600

福祉局 障がい支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H28.11～12月サービス提供分）
549,541

福祉局 障がい支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（鶴見区第１１号）
42,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年度　日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について2月その2（設置工事）
11,124

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（２月受付分）
1,355,802

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成29年２月分その１）【大阪市外分】
136,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（２月受付分）
5,048,813

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成29年２月分その１の②）【大阪市外分】
47,600

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（２月受付分）
926,611

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度障がい福祉サービス費支払実績等管理ツールレンタルにかかる経費の支出について（２月分）
135,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（平成２９年２月請求分）
1,560,670

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（１月請求分その１１の２）
4,320

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その１）
397,935

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢１月診療・２月審査分）
35,438

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保１月診療分２月審査分）
61,288

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（後期高齢）1月診療2月審査分の支出について
657,350
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福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（国保）1月診療2月審査分の支出について
20,537,722

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保１月診療分）
19,188,921

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢１月診療分）
3,158,231

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（１月診療２月審査分）
1,088,156

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（１月診療２月審査分）
1,105,101

福祉局 障がい支援課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（１月診療２月審査分）
808,489

福祉局 障がい支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度障がい支援区分認定調査（遠隔地）管外出張旅費の支出について（１月分）
15,700

福祉局 障がい支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その２）
397,245

福祉局 障がい支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
290,382

福祉局 障がい支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度移動支援サービス費の支出について（１月サービス・２月請求分）
29,140

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度障がい支援区分認定調査（近接地）市内出張旅費の支出について（１月分）
7,284

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（１月診療２月審査分）
4,230

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分）
270,413

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）２月提供分（１２月診療１月審査）の支出について
18,496

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保79審査委託料）の支払いについて（１月診療２月審査分）
1,504

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（１月診療２月審査分）
7,378

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（後期高齢・審手）２月審査分の支出について
1,081

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（国保・審手）２月審査分の支出について
13,254

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度療養介護医療費（社保）１月審査分の支出について
929

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保１月診療・２月審査分）
753,374,769

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（社保）１月診療分（２月審査分）の支出について
2,261,902

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（１月診療２月審査分）
10,601,877

福祉局 障がい支援課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（１月診療２月審査分）
18,330

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年度　日常生活用具給付等事業（障がい者福祉電話事業用通信料）の支出について3月その1（名義変更）
864

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保訪問看護２月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（２月分）
104,511

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保訪問看護２月審査分）
3,509

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2837号）
55,710

福祉局 障がい支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第2838号）
39,510

福祉局 障がい支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議への出席にかかる出張命令及び同所要経費の支出について
58,480

福祉局 障がい支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その３の１）
391,560

福祉局 障がい支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器（長期借入）の経費の支出について（２月分）
180,360

福祉局 障がい支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（２月サービス・３月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その４）
398,835

福祉局 障がい支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 備品購入費　機械器具費 障害福祉サービス費支払実績等管理ツール用端末機器の購入にかかる経費の支出ついて
429,300

福祉局 障がい支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成29年2月提供分）
14,664

福祉局 障がい支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その５）
398,625

福祉局 障がい支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成29年２月分　その２）
91,344

福祉局 障がい支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（平成29年２月分　その１）
361,173

福祉局 障がい支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その６）
399,600

福祉局 障がい支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（２月分）
9,072

福祉局 障がい支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その７）
398,325

福祉局 障がい支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度障がい福祉サービス費の支出について（Ｈ２６年１２月～Ｈ２８年１月サービス分３月請求分）
957,008

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成29年2月分）
3,264,863

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成29年2月分）
97,670

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明会（第２２回）への出席にかかる出張命令及び同所要経費の支出について
29,240

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度障がい支援区分認定調査（近接地）市内出張旅費の支出について（２月分）
1,520
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福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その８）
393,120

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（２月請求分その９）
390,960

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる介添人派遣事業委託料の支出について（２月分）
2,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度障がい支援区分認定調査業務委託に係る委託料の支出について（２月分）
5,460,400

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園２月実施分）
7,504,499

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（１月診療２月審査３月提供分）の支出について
3,000

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成29年２月分その２の①）【大阪市外分】
242,104

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成29年2月提供3月請求分）
44,040

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設（措置費）の支出について（２月実施及び過誤分込）
67,348,588

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成29年2月提供分）
283,764

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度障がい児施設医療費（点数外）の支出について（治療材料分）３月申請分
163,488

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給事業にかかる給付金の支払いについて（平成28年４～９月分・その８）
924,535

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（鶴見区第１２号、第１３号）
50,500

福祉局 障がい支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所交通費（2月分）の支出について
10,850

福祉局 運営指導課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成29年１月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
3,998

福祉局 運営指導課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成29年１月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
108

福祉局 運営指導課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
6,340

福祉局 運営指導課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（平成29年2月分）
853

福祉局 運営指導課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービス事業者等指定・指導業務用　市内・近接地出張交通費の支出について（１月分）
47,884

福祉局 運営指導課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成29年２月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
3,998

福祉局 運営指導課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（平成29年２月分通信費用及びモバイル端末貸出料）
108

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 平成28年度介護予防ポイント事業管理業務にかかる委託経費の支出について（１月～３月・追加支払分)
2,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（１４３回目）
491,680

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８４回目）
697,116

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動交付金の支出について（1月分）
41,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症初期集中支援推進事業受託法人選定会議にかかる所要経費の支出について（平成29年2月2日開催）
17,033

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（1月分5回目）
398,790

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（12月分2回目）
580,080

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防ポイント事業管理業務委託先事業者選定会議開催に係る所要経費の支出について（平成29年2月16日開催）
50,499

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 地域リハビリテーション活動支援事業委託先事業者選定会議開催に係る所要経費の支出について（平成29年2月16日開催）
49,559

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分６回目）
289,492

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（１４４回目）
485,240

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９～１月実施分）（１４２回目）
986,400

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分４回目）
838,415

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分５回目）
477,278

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 平成28年度家族介護慰労金支給事業用扶助費の支出について
100,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金（東淀川区社会福祉協議会・第１回）の支出について
158,264

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１４６回目）
1,560,176

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分７回目）
223,288

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１４５回目）
480,440

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８６回目）
1,418,812

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８５回目）
446,914

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症初期集中支援推進事業受託法人選定会議にかかる所要経費の支出について（平成29年2月2日開催）
18,053

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症初期集中支援推進事業受託法人選定会議にかかる所要経費の支出について（平成29年2月2日開催）
16,813

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（平成２９年１月分）
7,776

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1）（1月分6回目）
712,130

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１４７回目）
501,020
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福祉局 高齢福祉課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について(平成28年4月1日契約分その1）（1月分7回目）
602,668

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定にかかる計画素案及び計画書作成等支援業務委託事業者選定会議にかかる同所要経費の支出について（第１回）
8,576

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度老人保護措置費（やむを得ない措置）の支払いについて【平成29年２月請求分】
645,348

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定にかかる計画素案及び計画書作成等支援業務委託事業者選定会議にかかる同所要経費の支出について（第１回）
8,577

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１１回目）
1,074,291

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１４８回目）
982,720

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１４回目）
1,180,619

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１２回目）
361,764

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（８～１月実施分）（７７回目）
1,083,958

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１３回目）
434,941

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１０回目）
590,380

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分９回目）
271,481

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分８回目）
318,047

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１５回目）
529,054

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８８回目）
387,694

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（８７回目）
3,543,148

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（12月分3回目）
527,010

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（平成29年1月分）の支出について
49,248

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１４９回目）
1,022,376

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９～１月実施分）（１５０回目）
485,680

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～１月実施分）（１３９回目）
1,012,044

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動交付金の支出について（2月分）
37,300

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成２８年度日常生活用具給付事業用電磁調理器の概算買入にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
232,848

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１５１回目）
543,548

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１５２回目）
1,049,868

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１５４回目）
599,584

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度特養入居者待機管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（2月分）
43,200

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１５３回目）
496,360

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（１月分１６回目）
293,408

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～２月実施分）（８９回目）
2,150,156

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（９０回目）
352,898

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（介護予防ケアマネジメント負担金（平成28年分））
215,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係る経費の支出について（平成29年2月分）
118,700

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（平成２９年１月分）
34,102

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（此花区）（第１回目（平成29年２～３月分））
2,007,145

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成２９年２月分）
136,080

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度第3回病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修（2月22日）の開催に係る会場使用料の支出について
150,690

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度老人保護措置費の支出について（京都府洛南寮１月分精算・２月分概算）
144,740

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（９～２月実施分）（１５５回目）
1,079,580

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１５６回目）
504,320

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症高齢者等支援プロジェクトワーキングチーム（認知症初期集中支援推進事業）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月８日(水)開催）
12,200

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症高齢者等支援プロジェクトワーキングチーム（認知症初期集中支援推進事業）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月８日(水)開催）
12,320

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 認知症高齢者等支援プロジェクトワーキングチーム（認知症初期集中支援推進事業）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月８日(水)開催）
12,140

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（阿倍野区）（１回目（平成29年３月分））
1,060,528

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（1月分4回目）
516,016

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～３月実施分）（９２回目①）
1,873,786

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１５７回目）
516,384
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福祉局 高齢福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（９～３月実施分）（９２回目②）
365,698

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（９１回目）
2,113,112

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（1月分5回目）
459,480

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）「月刊ケアマネジメント」買入にかかる経費の支出について
13,284

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの追加買入に係る経費の支出について（１月納品分）
160,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりカバーの再追加買入経費の支出について（２月納品分）
240,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用おもりの再追加買入経費の支出について
585,792

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査手数料の支払いについて（平成29年２月審査分）
828

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（平成29年２月審査分）
251,675

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（２月分）
505,141

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度老人保護措置費（やむを得ない措置費）の口座振替不能にかかる再支出について（平成29年２月請求分）
27,897

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～３月実施分）（９６回目）
696,496

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市徘徊認知症高齢者位置情報探索事業委託業務（平成29年2月分）の支出について
53,136

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市認知症介護指導者養成研修事業に係る所要経費の支出について（第２回）
230,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市認知症介護指導者養成研修事業に係る所要経費の支出について（第３回）
230,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 認知症介護指導者フォローアップ研修事業に係る所要経費の支出について（第２回）
190,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分３回目）
339,511

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分５回目）
524,407

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分６回目）
281,747

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分８回目）
243,950

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１５８回目）
1,016,592

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６０回目）
1,050,948

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１５９回目）
528,920

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分４回目）
219,943

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 介護予防健診等実施業務委託料の支出について（月遅れ請求分②）
16,048

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分９回目）
234,615

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１回目）
277,404

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２回目）
148,237

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分７回目）
324,899

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成28年度第4回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
227,542

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成28年度第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
65,012

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成28年度第3回大阪市地域包括支援センター運営協議会評価部会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
3,420

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成28年度第4回大阪市地域包括支援センター運営協議会にかかる経費の支出について（其他委員等報酬等）
10,440

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（平成２９年２月分）
130,900

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 平成28年度第3回病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修（2月22日）の開催に係る所要経費の支出について
50,050

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（２月稼働分）の支出について
5,896,257

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成28年度在日外国人高齢者給付金支給事業用未支給金の支出について（２２）
20,000

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６１回目）
528,228

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１０回目）
196,740

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６２回目）
502,660

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（９３回目）
355,998

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６５回目）
491,460

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（９５回目①）
1,542,316

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６３回目）
540,764

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1)（2月分1回目）
13,377,919

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成２８年度高齢福祉課緊急通報システム事業用委託料（２月稼働分）の支出について
3,598,290

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（2月分1回目）
1,673,848
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福祉局 高齢福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１６７回目）
490,240

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（９４回目）
351,658

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（2月分2回目）
1,677,572

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品の代金の支出について（１月利用：３月請求分）
10,562,220

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　印刷製本費 大阪市高齢者実態調査報告書（本人調査・ひとり暮らし調査）外３点の作成及び同経費の支出について
318,983

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（平成２９年２月分）の支出について
53,136

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 大阪市高齢者実態調査報告書（本人調査・ひとり暮らし調査）外３点の作成及び同経費の支出について
318,983

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１４回目）
1,205,572

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１０～３月実施分）（９７回目①）
1,859,410

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１３回目）
215,060

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１６６回目）
1,548,436

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～２月実施分）（１７０回目）
484,580

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（９５回目②）
355,998

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１１回目）
356,412

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１２回目）
264,930

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その1)（2月分2回目）
1,853,554

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について(平成28年4月1日契約分その1）(2月分3回目）
122,250

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（2月分3回目）
1,678,722

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１７２回目）
496,200

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１７４回目）
975,880

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（１７３回目）
482,760

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１０～２月実施分）（１６４回目）
976,120

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（１７１回目）
1,022,104

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度養護老人ホーム措置扶助費の支出について（西宮市立寿園２月分）
338,300

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・佐用町立朝霧園２月分精算・３月分概算）
180,580

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１６回目）
357,877

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１９回目）
372,308

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２２回目）
276,138

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１８回目）
269,072

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分１７回目）
285,585

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（９９回目）
344,838

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２１回目）
292,101

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（１６８回目）
527,228

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 運動器の機能向上事業用委託料の支出について（１２～３月実施分）（９８回目）
346,698

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型閉じこもり等予防事業用委託料の支出について（２月分２０回目）
365,409

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 委託料　委託料 通所型介護予防事業（複合型）事業用委託料の支出について（１１～３月実施分）（１６９回目）
537,580

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年4月1日契約分その2）（2月分4回目）
4,668,848

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年5月1日契約分）（2月分1回目）
613,486

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について（平成28年5月1日契約分）（2月分2回目）
69,200

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる委託料の支出について(平成28年4月1日契約分その1）（2月分4回目）
1,095,696

福祉局 高齢福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成23年度地域支援事業交付金受入超過金の返還について（支払基金分）
524,633

福祉局 高齢施設課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市定期借地権利用による整備促進補助金額支出について【（仮称）特別養護老人ホーム陽光ひめじま苑】
34,980,000

福祉局 高齢施設課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金額支払いについて【特別養護老人ホームコティコート北大阪】
311,808,000

福祉局 高齢施設課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第６６回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
79,788

福祉局 高齢施設課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第６６回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
3,820

福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年２月分高齢施設課・介護保険課移管分事務用郵便料金の支出について
289,479

福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２８年２月分高齢施設課事務用後納郵便料金の支出について
100,415
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福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市民間老人福祉施設等整備費補助金の支払いについて【特別養護老人ホームくつろぎ・つるみ荘】
297,665,280

福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第６７回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
79,788

福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 第６７回大阪市地域密着型サービス運営委員会の開催に係る所要経費の支出について
3,820

福祉局 高齢施設課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年２月分高齢施設課・介護保険課移管分事務用郵便料金の支出について
5,418

福祉局 いきがい課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度いきがい課市内出張交通費の支払について(1月分)
9,950

福祉局 いきがい課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 いきがい課事務用品　ペーパークリップほか３点買入にかかる経費の支出について
18,144

福祉局 いきがい課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新申請書取次業務委託（１月分）の支出について
506,121

福祉局 いきがい課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 平成28年度　生野区老人福祉センター給水配管バルブ取付工事にかかる所要経費の支出について
162,000

福祉局 いきがい課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 平成28年度　都島区老人福祉センター水道メーター取替その他工事にかかる所要経費の支出について
194,400

福祉局 いきがい課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書・納付書・利用停止通知郵送料（2月分）の支出について
631,199

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成28年度いきがい課市内出張交通費の支払について(2月分)
18,263

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度敬老優待乗車証用交付申請書封入封緘等業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
61,946

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
76,071

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成２８年度敬老優待乗車証利用停止はがき等圧着業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
13,423

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度敬老優待乗車証用納付書封入封緘等業務委託（概算契約）の経費の支出について（２月分）
28,321

福祉局 いきがい課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置にかかる交付金（敬老優待乗車証による利用料金１月分）の支出について
373,183,021

福祉局 いきがい課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 敬老優待乗車証バッチ帳票納付書【新規・継続利用者】(連続帳票)ほか3点の作製及び支出について
1,076,001

福祉局 いきがい課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理料（２月分）の支出について
7,294,656

福祉局 いきがい課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市立老人福祉センター管理運営に係る業務代行料の支出について（福島区増額分）
239,163

福祉局 いきがい課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度在宅福祉事業費補助金交付額確定による返還金の支出について
949,000

福祉局 介護保険課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
610

福祉局 介護保険課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険指定指導業務用朱肉 外17点の買入にかかる同経費の支出について
48,222

福祉局 介護保険課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（1月分）
4,520

福祉局 介護保険課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分①）
103,680

福祉局 介護保険課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、３月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
970,000

福祉局 介護保険課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について　（平成２８年１２月分）
5,778,841

福祉局 介護保険課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分②）
100,440

福祉局 介護保険課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（１月分）
3,024

福祉局 介護保険課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について　（平成２８年１２月分）
42,782,855

福祉局 介護保険課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分③）
88,560

福祉局 介護保険課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（1月分）
1,783,356

福祉局 介護保険課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分②）
18,900

福祉局 介護保険課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（1月分）
188,766

福祉局 介護保険課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険制度パンフレット（日本語版）にかかるデザイン・版下作成経費の支出について
64,800

福祉局 介護保険課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑤）
32,832

福祉局 介護保険課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】①）
77,760

福祉局 介護保険課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】②）
68,040

福祉局 介護保険課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分④）
25,920

福祉局 介護保険課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分③）
12,960

福祉局 介護保険課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑥）
159,294

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（1月分）
247,455

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（1月分）
2,277,045

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員報酬の支出誤りによる追加支出について（平成28年９月分）
4,774

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年２月分）
648

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年２月分）
1,148

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（１月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,350

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成28年度介護保険認定審査会支援システム保守支援業務委託に係る所要経費の支出について
4,998,240



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑦）
81,000

福祉局 介護保険課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】③）
38,880

福祉局 介護保険課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について　　　　（平成29年１月分）
4,334,131

福祉局 介護保険課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用　粘着テープ　外３８点の買入について
129,276

福祉局 介護保険課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について　　　　（平成29年１月分）
32,087,141

福祉局 介護保険課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分④）
96,120

福祉局 介護保険課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分【他】④）
51,840

福祉局 介護保険課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑧）
35,640

福祉局 介護保険課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑩）
16,989

福祉局 介護保険課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、2月分年金保険者還付金の支出について（基礎年金：歳出）
101,406

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護認定事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
8,920

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑤）
91,800

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑨）
9,720

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度介護サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
64,850,257

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
46,502,060

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
197,800,478

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護サー
ビス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
499,808

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度特定入所者介護サービス費等給付費の支払いについて（2月支給決定分）
110,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

委託料　委託料 平成28年度介護保険住宅改修費等適正給付事業（第４四半期分）の経費の支出について
1,091,230

福祉局 介護保険課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、２月分還付金の支出について（口座、歳出）
191,279

福祉局 介護保険課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（１月分）
60,728,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（９月分）の支出について
24,107

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（平成29年2月分）
987,057

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成28年度介護保険料の収納にかかるコンビニエンスストアにおける収納代行業務（概算契約）の経費の支出について（2月分）
835,924

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑥）
96,120

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分【他】⑤)
9,720

福祉局 介護保険課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について(1月分【他】⑥)
16,200

福祉局 介護保険課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　印刷製本費 介護認定審査会用大阪市介護認定審査会委員委嘱状　印影印刷にかかる同所要経費の支出について
6,750

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
27,435

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（２月分）
2,401

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（平成29年2月審査分）
570

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（平成29年2月審査分）
57,378

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護福祉事業者台帳システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
53,565

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（２月分）
16,067

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年３月分　その１）
2,137

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年３月分　その１）
28,096

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑦）
95,040

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（1月分⑪）
793,800

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成29年2月審査分）
16,564,737,057

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（平成29年2月審査分）
1,357,437,909

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費の支払いについて（平成29年2月審査分）
315,657,079

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（平成29年2月審査分）
527,470,969

福祉局 介護保険課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（平成29年2月審査分）
18,076,850

福祉局 介護保険課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険法の実務　追録第１３４号　外１点の買入にかかる支出について
8,391

福祉局 介護保険課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支払について（２月２３日開催分）
76,832

福祉局 介護保険課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会正副会長会にかかる委員報酬及び費用弁償の支払について（２月２３日開催分）
2,720

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について　　　（平成29年２月分）
2,593
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福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成29年2月分）の支出について
4,094

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 「介護保険料特別徴収開始のお知らせ」の作成に係る同所要経費の支出について
46,872

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成29年2月分）の支出について
59,914

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度介護保険料決定通知書・納付書等作成業務委託の実施に係る同経費の支出について（２月分）
57,480

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度介護保険料決定通知書・納付書等作成業務委託の実施に係る同経費の支出について（１月分）
450,469

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑧）
95,040

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ（大阪市認定事務センター）長期借入に係る所要経費の支出について　　　（平成29年２月分）
2,594

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用ＯＣＲスキャナー機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
268,293

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 介護保険認定審査会支援システム用端末機器等長期借入に係る所要経費の支出について（１月分）
283,068

福祉局 介護保険課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険指定・指導等事務用料金後納郵便（平成29年2月分）の支出について
4,490

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の出席にかかる所要経費の支出について
57,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１２月分）の支出について
11,220

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１０月分）の支出について
13,997

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
6,900

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉同報システム利用による同所要経費の支出について（平成29年2月分）
40,814

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,018,493

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,365,500

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
400,474

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（平成29年２月分）の支出について
3,890

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
1,780,905

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
34,050,312

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（２月分）
328,290

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
792,333

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（２月分⑨）
106,920

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分②）
81,000

福祉局 介護保険課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分①）
61,560

福祉局 介護保険課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分①）
103,680

福祉局 介護保険課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分③）
71,928

福祉局 介護保険課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査の手話通訳派遣事業に係る委託料の支出について（２月分）
68,040

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年３月分　その２）
4,027

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成29年1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
14,699

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（１１月分）の支出について
14,920

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
9,130

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成29年1月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
73,588

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年３月分　その２）
43,892

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑦）
32,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分④）
17,280

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑤）
3,240

福祉局 介護保険課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑥）
9,720

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）
432

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金に係る経費の支出について　　　（２月分・ＮＴＴ西日本分）
25,865

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（2月分）
610

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）
432

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）
2,592

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）（臨時分）
432

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）（臨時分）
432

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託の経費支出について（２月分）
864
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福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（２月分）
8,311,391

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市認定事務センターにおける電話料金に係る経費の支出について　　　（２月分・ＮＴＴ西日本分）
191,485

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（2月分）
4,520

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分②）
86,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査業務委託に係る所要経費の支出について（２月分）
83,648,130

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（２月分）
130,506

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について（平成２９年２月分）
4,334,131

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険法の実務　追録第１３８号　ほか３点の支払について
16,127

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 要介護認定事務用「事務用連絡ケース　ほか２点」の買入に係る所要経費の支出について
92,167

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 「認定結果等共通封筒　ほか４点」の買入に係る所要経費の支出について（完納）
336,960

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（２月分）
793,699

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　平成29年３月分　その３）
29,606

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分③）
4,320

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（３月分④）
92,880

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（２月分）
1,512

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分【他】③）
113,400

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分【他】①）
61,560

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑧）
66,156

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る所要経費の支出について（平成２９年２月分）
32,087,141

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分【他】④）
51,840

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分【他】②）
71,280

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（2月分⑨）
9,720

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成２８年度要介護認定調査の外国語通訳に係る委託料の支出について（２月分）
7,560

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度介護給付費府費負担金の受入超過に伴う返還金の支出について
108,888,272

福祉局 介護保険課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成27年度介護給付費国庫負担金の受入超過に伴う返還金の支出について
124,441,464

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療事務業務委託にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
1,913,760

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　平成28年度地方財務実務提要追録買入及び同所要経費の支出について（追録号数545）
2,484

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　ペーパータオル買入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
4,127

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
251,481

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　講演にかかる講師報償金の支出について
24,080

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 大阪市立弘済院　ペーパータオル買入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
28,512

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　エンドザイムＡＷトリプルプラス酵素洗浄剤の買入の実施及び同所要経費の支出について
11,934

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　ナースコール接続ケーブル６点買入の実施及び同所要経費の支出について
67,392

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　自動血圧計の修繕の実施及び同所要経費の支出について
5,184

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
208,733

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院運営用　市内出張交通費の支出について
90,526

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　レントゲン袋（元袋）外２点の印刷および同所要経費の支出について
213,300

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
7,299

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
648

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 平成28年度大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム厨房食器洗浄機漏水修繕作業の実施及び同所要経費の支出について
226,800

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
13,216

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
18,522

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,500

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　インクカートリッジほか３０点の買入及び同所要経費の支出について
44,576

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
2,950

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
31,050

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　備品修繕料 平成28年度大阪市立弘済院蒸気ボイラー部品交換の実施及び同所要経費の支出について
12,614
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福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 備品購入費　機械器具費 管理運営用（統一物品）　角質クリア用替ヤスリセットほか２点の買入の実施及び同所要経費の支出について
55,512

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　シリコン型３点買入の実施及び同所要経費の支出について
4,557

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　インクカートリッジほか３０点の買入及び同所要経費の支出について
9,244

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　角質クリア用替ヤスリセットほか２点の買入の実施及び同所要経費の支出について
18,835

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
293,334

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
535,356

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム厨房機器漏電調査業務委託の実施及び同所要経費の支出について
19,980

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　処遇等管理支援システム導入に伴う機器借入の支出について（長期継続契約）（２月分）
58,924

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　壁掛呼吸器の買入及び同所要経費の支出について
23,760

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　インクカートリッジほか３０点の買入及び同所要経費の支出について
92,320

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
312,878

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 弘済院事業用　上下水道料金の支出について　平成28年度2月分（平成28年12月7日～平成29年2月7日
606,247

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（年間契約項目以外分）（１１月分）の実施及び同経費の支出について
5,626

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（年間契約項目以外分）（１０月分）の実施及び同経費の支出について
972

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　臨床検査業務委託（年間契約項目以外分）（１２月分）の実施及び同経費の支出について
388

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　血液分析装置賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
72,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 附属病院運営用　玄関マット借入契約（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
3,108

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　マット借入（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（平成２９年２月分）
6,529

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　グリセリンＢＣ液「ヨシダ」の買入及び同所要経費の支出について
3,348

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
27,278

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ高吸収パッド買入（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
62,208

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつテープ止めタイプ買入（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
58,968

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる使用料の支出について（平成２９年２月分）
4,050

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医学用図書（今日の整形外科治療指針（第７版）外１０６点）買入経費の支出について
184,680

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入にかかる使用料の支出について（平成２９年２月分）
8,100

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院運営用　医学用図書（今日の整形外科治療指針（第７版）外１０６点）買入経費の支出について
308,664

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成２８年度大阪市立弘済院中央監視及び電気・機械設備・建築物等維持管理業務委託の所要経費の支出について（平成29年2月分）
1,161,000

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式　長期借入費にかかる支出について（平成29年2月分）
66,426

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
97,070

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　屋外庭園用植物の買入及び同所要経費の支出について
19,103

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（２月分）
40,954

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
99,036

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　おむつ借入（単価契約）経費の支出について（２月分）
135,000

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　応援医師報償金の支出について（２月分）
1,950,000

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　本人サポートの会スーパーバイザー報償金２月分の支出について
12,060

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
4,644

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医局・看護部用コピー代金の支出について（２月分）
5,155

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　高圧蒸気滅菌装置修繕の実施及び同所要経費の支出について
99,900

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇバラ）（単価契約）２月分経費の支出について
205,208

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療用酸素ガス７０００Ｌ　外２点（概算契約）購入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
124,848

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　バルーンカテーテルほか１点買入の実施及び同所要経費の支出について
37,692

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アジルバ錠２０ｍｇＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
161,611

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
120,943

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,311,195

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ツムラ抑肝散エキス顆粒２．５ｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
169,344

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠１２ｍｇ　ヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
261,014

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠５ｍｇ　バラ）（単価契約）２月分経費の支出について
106,349
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福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
16,729

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
6,264

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（イクセロンパッチ１８ｍｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
153,316

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（テリボン皮下注用５６．５μｇ）（単価契約）２月分経費の支出について
95,839

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠　５ｍｇ　ヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
860,706

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
739,019

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠５ｍｇ　ヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
372,060

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　アクアセルＡｇの買入及び同所要経費の支出について
42,660

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,491,609

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇ　ヒート）（単価契約）２月分経費の支出について
1,188,324

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
144,393

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 おしぼりタオル外３点借入（単価契約）経費の支出について（２月分）
59,568

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる経費の支出について（２月分）
94,938

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
5,292

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　建物修繕料 附属病院運営用　中央厨房ダクト等修繕にかかる建物修繕料の支出について
194,400

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　オスバン消毒液0.05％の買入及び同所要経費の支出について
231

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）１２月分経費の支出について
1,944

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
142,063

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成２８年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処理業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（２月分）
54,972

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
18,629

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
3,040

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
9,636

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
232,214

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用　乾式電子複写機長期借入費（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
14,564

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,377,666

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
1,223,199

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠８ｍｇ　ＰＴＰ）（単価契約）２月分経費の支出について
503,450

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成２８年度　大阪市立弘済院　医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
160,644

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院第２特別養護老人ホームにおける看護師派遣業務（概算契約）にかかる派遣料金の支出について（平成２９年２月分）
951,678

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）２月分経費の支出について
25,444

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院附属病院における医師事務作業補助者労働者派遣業務（概算契約）にかかる派遣料金の支出について（平成２９年２月分）
843,193

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　おしり拭きウェットティッシュほか５２点の買入及び同所要経費の支出について
20,066

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　平成28年度新聞購読料の支出について（平成28年10～12月分）
68,943

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
9,768

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成29年2月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成29年1月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年9月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年8月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年７月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年12月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成29年2月分）
32,535

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年10月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 管理運営用　平成２８年度　大阪市立弘済院　警備業務委託の実施および同経費の支出について（平成29年2月分）
1,772,370

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年6月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平成28年11月分）
165,240

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　おしり拭きウェットティッシュほか５２点の買入及び同所要経費の支出について
189,622

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 平成28年度ガス料金の支出について（平成29年3月分：平成29年2月2日から平成29年3月1日分）
1,066,670
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福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
3,666

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成29年2月分）
15,876

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
3,197,707

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成29年2月分）
300,375

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　おしり拭きウェットティッシュほか５２点の買入及び同所要経費の支出について
85,098

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
27,648

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 平成28年度ガス料金の支出について（平成29年3月分：平成29年2月2日から平成29年3月1日分）
1,029,950

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　ＭＲＩ機械室空調　修繕及び同所要経費の支出について
367,200

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　外来廊下ガスヒートポンプエアコン修繕の実施及び同所要経費の支出について
16,092

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　照射赤血球濃厚液ＬＲ｢日赤｣２　購入にかかる経費の支出について
17,726

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）２月分経費の支出について
499,726

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立弘済院　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
15,177

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
3,073,248

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院糞便検査業務委託（概算契約）の実施および同所要経費の支出について（平成29年2月分）
12,204

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　食器洗浄機移設業務委託にかかる委託料の支出について
723,600

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院　清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（平成29年2月分）
717,390

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　医学用図書（ジェネラリストを目指す人のための画像診断パワフルガイド外１点）の買入経費の支出について
2,818

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　ＰＨＳ電話料金の支出について（２月分）
10,264

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院運営用　医学用図書（ジェネラリストを目指す人のための画像診断パワフルガイド外１点）の買入経費の支出について
8,926

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ウェットティッシュほか１６点の買入及び同所要経費の支出について
27,324

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ウェットティッシュほか１６点の買入及び同所要経費の支出について
31,666

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　無線中継器ほか１点の修繕の実施及び同所要経費の支出について
8,640

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 第２特養運営用　食器洗浄機修繕の実施及び同所要経費の支出について
25,920

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用（統一物品）　ウェットティッシュほか１６点の買入及び同所要経費の支出について
74,930

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成２９年２月分）
170,883

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成２９年２月分）
2,043,817

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（平成２９年３月分：平成29年2月1日から2月28日分）
26,093

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成２９年２月分）
525,442

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成２９年２月分）
1,689,022

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 平成28年度食器洗浄機修繕業務にかかる備品修繕料の支出について
158,760

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　キャリブレータ買入の実施及び同所要経費の支出について
25,369

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成２８年度　大阪市立弘済院附属病院臨床検査業務委託（概算契約）（その４）にかかる委託料の支出について（２月分）
455,014

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　医療事務業務委託にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,913,760

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立弘済院フロン排出抑制法対応簡易点検業務委託の実施及び同所要経費の支出について
313,200

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　乾燥発酵牛糞ほか１５点買入の実施及び同所要経費の支出について
15,462

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度食器洗浄機移設業務委託にかかる委託料の支出について
275,400

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費２月分の支出について（ＤＬＢ被験者分・介護者分）
28,000

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　できる！認知症ケア加算マニュアルの買入及び同所要経費の支出について
4,276

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　樹木画テストほか１７点買入の実施及び同所要経費の支出について
49,913

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　マルチチェアーの買入及び同所要経費の支出について
19,418

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
5,778

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　レセプトオンライン請求にかかる回線使用料の支出について（２月分）
1,296

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　高圧蒸気滅菌装置性能検査にかかる手数料の支出について
14,904

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院臨床治験用　樹木画テストほか１７点買入の実施及び同所要経費の支出について
29,754

福祉局 弘済院管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　図書購入費 附属病院運営用　ベントン視覚記銘検査ほか１点買入の実施及び同所要経費の支出について
99,900

福祉局 診療所 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 発達障がい診断事業用玩具（プラレール車両）　ほか８点の買入にかかる支出について
93,960

福祉局 診療所 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　医薬材料費 障がい者健康診査事業用除菌クロス　ほか１点の買入にかかる経費の支出について
64,368
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福祉局 診療所 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　備品修繕料 診療所業務用眼科視野計の修繕にかかる経費の支出について
32,940

福祉局 診療所 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成28年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（２月分）
16,167

福祉局 診療所 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 療育相談・発達相談診査事業用ペーパータオルほか１４点の買入にかかる経費の支出について
122,411

福祉局 診療所 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２８年度外注検査業務委託契約（健康診査分）にかかる支出について（２月分）
59,592

福祉局 診療所 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 診療所業務用平成２８年度外注検査業務委託契約（療育相談・発達相談診査事業（診断・判定分））にかかる支出について（２月分）
2,000

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンターゴミ袋ほか８点の買入にかかる支出について
37,638

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成29年2月分）
9,980

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　燃料費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成29年2月分）
8,979

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（平成29年2月分）
1,020

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
387,360

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（２月分）
1,728

福祉局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（２月分）
1,728

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
432

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
5,400

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
12,740

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
5,870

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
1,520

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
2,296

福祉局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年1月分）
2,160

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（１階平成29年2月分）
19,114

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金の支出について（３階平成29年2月分）
23,839

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用電気料金の支出について（2月分）
1,636,446

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,930

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
8,919

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
11,818

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
1,658

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
140

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,170

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
2,877

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
3,498

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（２月分）
32,458

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター一般廃棄物収集運搬業務にかかる支出について（平成29年2月分）
15,424

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成29年1月分）
10,770

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成29年1月分）
8,700

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
2,253

福祉局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（２月分）
21,103

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
4,352

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
3,960

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
948

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,822

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,680

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
9,106

福祉局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用出張交通費の支出について（平成29年2月分）
11,128

福祉局 相談課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 更生相談判定事業用　相談記録ほか１点買入にかかる経費の支出について
133,380

福祉局 相談課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 手帳交付事務用　身体障害者手帳買入にかかる経費の支出について
71,280

福祉局 相談課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成29年２月審査依頼分）
325,060

福祉局 相談課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会専門分科会審査部会開催にかかる所要経費の支出について　　　　（平成29年２月審査依頼分）
7,340
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福祉局 相談課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市障がい者施策推進協議会（発達障がい者支援部会）開催に係る経費支出について（2月22日分）
65,012

福祉局 相談課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成28年度大阪市障がい者施策推進協議会（発達障がい者支援部会）開催に係る経費支出について（2月22日分）
2,640

福祉局 相談課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 手帳交付事務用　身体障がい者手帳カバー作成にかかる支出について
318,600

建設局 管理部管理課 平成29年03月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(１月分)長堀駐車場等
13,151,615

建設局 管理部管理課 平成29年03月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(１月分)桜橋駐車場
1,136,347

建設局 管理部管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 備品購入費　図書購入費 道路管理事務用ブルーマップ（大阪市旭区）ほか２３点買入の購入経費の支出について
1,128,600

建設局 管理部管理課 平成29年03月13日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　印刷製本費 駐車場事業用　駐車場共通回数券ほか１点(その２)印刷経費の支出について
1,124,280

建設局 管理部管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２９年１月分）の支出について
5,736

建設局 管理部管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
15,573

建設局 管理部管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路管理事務用パイプファイルほか３点買入の購入経費の支出について
173,610

建設局 管理部管理課 平成29年03月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)船場パーキング
423,308

建設局 管理部管理課 平成29年03月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)中央区役所駐車場等
62,549

建設局 管理部管理課 平成29年03月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)ＯＣＡＴ駐車場
67,184

建設局 管理部管理課 平成29年03月24日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)大阪駅前第１ビル地下駐車場等
813,049

建設局 管理部管理課 平成29年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(２月分)プロバイダ料
1,922

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成２９年２月分）の支出について
4,432

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(２月分)大阪国道事務所分
7,776

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 役務費　通信運搬費 駐車場ＶＩＣＳ装置通信費用の支出について(２月分)ＡＴＣ分
7,776

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)桜橋駐車場
1,132,946

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)十三駐車場等
4,313,492

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分担金 駐車場共通回数券回収精算額の支出について(２月分)長堀駐車場等
13,346,335

建設局 管理部管理課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 公課費　公課費 駐車場事業会計にかかる平成28年度課税期間分の消費税及び地方消費税の中間納付について　第６回目分
12,284,600

建設局 測量明示課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 測量業務用３級基準点鋲ほか１点買入経費の支出について
756,000

建設局 測量明示課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
1,120

建設局 測量明示課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（街路事業）市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
5,480

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
345,060

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
345,924

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
72,399

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
48,384

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
413,100

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
132,840

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
53,128

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
218,885

建設局 測量明示課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
28,890

建設局 路政課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路管理適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
15,318

建設局 路政課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
3,984

建設局 路政課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 屋外広告物許可事務用　道路占用許可証ほか２点印刷経費の支出について
264,777

建設局 路政課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 第３回収益に応じた道路占用料に関する検討会議に係る会場使用料の支出について
2,900

建設局 路政課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 不法占拠対策用行政代執行の理論と実践の買入経費の支出について
3,132

建設局 路政課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 屋外広告物許可事務用　屋外広告物許可申請書データ化・ＣＤ－Ｒ焼付にかかる経費の支出について
66,887

建設局 路政課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について（２月分）
123,768

建設局 路政課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路占用許可事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
7,022

建設局 路政課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（２月分）
1,876

建設局 路政課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について②
9,288

建設局 路政課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路管理システム回線使用料及び利用料（２月分）の支出について①
20,898

建設局 自転車対策課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 平成28年度自転車利用環境向上会議in静岡への参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,500

建設局 自転車対策課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる委託料の支払いについて（２月分）
25,007,655



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

建設局 自転車対策課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 自転車対策課（施策担当）事務にかかる市内出張等交通費の支出について（２月分）
20,746

建設局 自転車対策課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 放置自転車管理システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
389,988

建設局 自転車対策課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 新大阪駅外１自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
7,533,600

建設局 自転車対策課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内出張交通費（近接地を含む）の支出について（２月分）
48,420

建設局 自転車対策課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 第7回全国コミュニティサイクル担当者会議への参加にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　新規工事費 西成区第8816号線外2自転車置場舗装その他工事の経費の精算払いについて
26,277,480

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　新規工事費 放出駅外3自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
645,840

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 放置自転車管理システム用回線使用料の支出について（２月分）
15,087

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
1,836,000

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
3,186,000

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（契約変更２回目）（平成29年２月分）
1,868,400

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
1,339,200

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
2,894,400

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（契約変更２回目）（平成29年２月分）
820,800

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
2,019,600

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（契約変更２回目）（平成29年２月分）
1,080,000

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
1,663,200

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（契約変更）（平成29年２月分）
3,024,000

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成２８年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（契約変更２回目）（平成29年２月分）
1,080,000

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 放出駅外3自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
11,243,880

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 西成区第8816号線外2自転車置場舗装その他工事の経費の精算払いについて
2,743,200

建設局 自転車対策課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 梅田駅自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
2,622,240

建設局 工務課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 北部方面管内公園灯改修工事の工事前払金の支出について
2,360,000

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年２月分）の支出について
7,200

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
866,160

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年２月分）の支出について
1,440

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年２月分）の支出について
2,880

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度市岡工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
205,200

建設局 工務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区西三国木川線外１道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
7,882,920

建設局 工務課 平成29年03月06日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 十三駐車場ＩＴＶ設備更新工事の工事精算金の支出について
3,919,320

建設局 工務課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 原材料費　工事材料費 直営作業用　再生クラッシャーラン第３四半期（道路）概算買入経費の支出について
162,000

建設局 工務課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１月分及び１１月追加分）の支出について
35,118

建設局 工務課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（１月分及び１１月追加分）の支出について
4,452

建設局 工務課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度市内一円直営作業発生廃油等産業廃棄物処理業務委託（概算契約）の委託料精算金の支出について
1,749,600

建設局 工務課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　建物修繕料 船着場案内サイン表示装置修繕の精算金の支出について
421,200

建設局 工務課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　建物修繕料 東横堀川８号ポンプ場水位計修繕（緊急）の精算金の支出について
259,200

建設局 工務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 直営作業用　防護柵ほか７点（道路）（その２）買入経費の支出について
1,077,462

建設局 工務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用スイッチングハブ買入経費の支出について
15,979

建設局 工務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路橋梁総合管理システム用 インクタンク ほか4点買入経費の支出について
233,496

建設局 工務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 直営作業用　エフほか１点（道路）印刷経費の支出について
1,473,120

建設局 工務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報利用スイッチングハブ買入経費の支出について
7,020

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 「業務委託共通仕様書印刷」の契約に関する経費の支出について
240,419

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
116,316

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
234,106

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　印刷製本費 「業務委託共通仕様書印刷」の契約に関する経費の支出について
10,983

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　印刷製本費 「業務委託共通仕様書印刷」の契約に関する経費の支出について
12,204

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 道頓堀川水門電気設備修繕の精算金の支出について
1,296,000
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建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 「業務委託共通仕様書印刷」の契約に関する経費の支出について
18,306

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 「業務委託共通仕様書印刷」の契約に関する経費の支出について
23,188

建設局 工務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 津守阿倍野線（旭）道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
1,891,080

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ３００ら６０６５）定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
21,600

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
657,720

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（中浜工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
804,600

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（十三工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
680,400

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（海老江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
955,800

建設局 工務課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度中浜工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第５回中間金の支出について
168,480

建設局 工務課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 直営作業用　車止めポスト（道路）（その２）買入経費の支出について
1,528,200

建設局 工務課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 直営作業用　撤去台数調査票（道路）印刷経費の支出について
90,720

建設局 工務課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 原材料費　工事材料費 直営作業用　視覚障害者誘導用ブロック（道路）買入経費の支出について
64,800

建設局 工務課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（市岡工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
713,720

建設局 工務課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（平野工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
755,896

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 普通自動車（なにわ３００ら６０６５）定期整備（中間点検） 追加修繕にかかる経費の支出について
24,408

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成29年2月分）
426,384

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（田島工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
507,124

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（住之江工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
341,668

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成29年2月分）
109,593

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 LED道路照明灯（津守工営所管内）一式長期借入の経費の支出について（平成２８年度２月分）
726,652

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 放出駅自転車駐車場防犯カメラ設置工事の工事精算金について
1,360,800

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成29年2月分）
106,596

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度中之島公園外7噴水設備等点検業務委託の委託料精算金の支出について
961,200

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成29年2月分）
109,593

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成29年2月分）
71,064

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園事業用　卓上型アンプ買入にかかる経費の支出について
72,360

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成29年2月分）
36,531

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成29年2月分）
36,531

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器(2012年度)一式長期借入の支払いについて（平成29年2月分）
36,531

建設局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2011年度）一式長期借入（再リース）の支出について（平成29年2月分）
62,189

建設局 工務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 北部方面管内道路照明灯更新等工事外２件の桁下灯・防犯表示灯の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
74,660

建設局 工務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　普通自動車（なにわ８００す１３）定検整備（定期点検）にかかる経費の支出について
18,837

建設局 工務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について　普通自動車定期点検（なにわ８００す１３）
24,040

建設局 工務課 平成29年03月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　建物修繕料 谷町筋地下駐車場COセンサー修繕の精算金の支出について
187,704

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について(2月分)
25,930

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（2月分）
582,582

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（２月分及び１月追加分）の支出について
60,497

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 災害対策用　ビブス（その２）買入経費の支出について
46,657

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 平成28年度複合型ガス濃度測定器（道路・河川管理用）修繕の修繕費精算金の支出について
1,221,480

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料（2月分）の支出について
79,515

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用専用回線料金の支出について（2月分）
66,257

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第２回中間金の支出について
2,005,560

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について（2月分）
58,003

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について(2月分)
1,602,485

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 建設局庁内情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について(2月分）
86,233

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式　長期借入の支出について(2月分)
102,498

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 平成23年度 庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式 長期借入（再リース）の支出について（2月分）
550,939
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建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 継続検査用自動車重量税の支出について（普通自動車（なにわ８００す１３））
16,400

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 災害対策用　ビブス（その２）買入経費の支出について
9,331

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　備品修繕料 平成28年度複合型ガス濃度測定器（道路・河川管理用）修繕の修繕費精算金の支出について
162,000

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（２月分及び１月追加分）の支出について
14,160

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 災害対策用　ビブス（その２）買入経費の支出について
18,662

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度海老江工営所管内事故防止対策業務委託（概算契約）第２回中間金の支出について
403,920

建設局 工務課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度矢倉緑地浄化槽設備点検業務委託の委託料精算金の支出について
162,000

建設局 工務課 平成29年03月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 工事請負費　改修工事費 谷町筋地下駐車場駐車機械装置更新工事－２の工事精算金の支出について
79,920,000

建設局 工務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 東横堀川水門外３水門制御監視システム更新工事のシステム機器の製品検査にかかる管外出張旅費の支出について
70,000

建設局 工務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　照度計ほか７点買入にかかる経費の支出について
173,210

建設局 工務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園事業用　照度計ほか７点買入にかかる経費の支出について
118,800

建設局 工務課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度東部方面管理事務所管内外３公園灯設備等点検業務委託の委託料精算金の支出について
6,933,600

建設局 工務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 日本橋西公園公園灯新設工事の工事精算金の支出について
3,271,320

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年３月分）の支出について
6,701

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度市内一円直営作業発生がれき類等産業廃棄物処理業務委託（概算契約）の委託料精算金の支出について
17,550,000

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 国道３０８号深江共同溝換気設備改修工事の工事精算金の支出について
3,315,712

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 車両購入に伴う自動車重量税の支出について（２ｔダンプトラック１台）
7,500

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 車両購入に伴う自動車重量税の支出について（２ｔ低床ロングトラック１台）
15,000

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年３月分）の支出について
1,339

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 東横堀川水門揚水出口弁用外電動開閉機修繕の精算金の支出について
5,810,400

建設局 工務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 第２本部設置固定電話　電話料金（平成２９年３月分）の支出について
2,679

建設局 工務課 平成29年03月31日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　建物修繕料 大阪駅前地下駐車場駐車機械装置修繕の経費の支出について
25,920,000

建設局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（１月分）の支出について
2,456

建設局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 平成２８年度建設局ＡＴＣ庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について(第10回中間分(1月分))
34,849

建設局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第10回中間）
44,611

建設局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか１５点　概算買入経費の支出について（第10回中間）
7,884

建設局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について（平成29年3月分(3月請求))
1,020,512

建設局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 庁舎管理用段ボール箱買入にかかる経費の支出について
163,296

建設局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２８年度支出分）(平成28年度2月分(3月請求))
103,835

建設局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の経費の支出について（１月分）
113,480

建設局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成29年2月分(3月請求))
2,480,476

建設局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(平成29年2月分(3月請求))
4,868

建設局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（２月分）の支出について
3,756

建設局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて(2月分)
315,656

建設局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(平成29年2月分(3月請求))
63,339

建設局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか１５点　概算買入経費の支出について（第11回中間）
21,600

建設局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　建築関係ＪＩＳ要覧追録ほか９点　概算買入経費の支出について（第11回中間）
34,004

建設局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第5回中間）
15,522

建設局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室庁舎電話回線使用料の支出について(平成29年2月分(3月請求))
83,958

建設局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 ATC庁舎事務室等電話回線使用料の支出について(平成29年2月分(3月請求))
342,630

建設局 職員課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 平成28年度　国土交通大学校　道路環境〔環境対策・道路空間利用等〕等研修にかかるテキスト代（書籍・印刷物）の支出について
433

建設局 職員課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 新規採用者・転入者等用「名札ケース」買入にかかる経費の支出について
7,620

建設局 職員課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 所属長表彰にかかる副賞用　ボールペンの買入にかかる経費の支出について
17,064

建設局 職員課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 会議出席等用市内等出張交通費平成29年2月分の支出について
2,092

建設局 経理課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか７７点 買入経費の支出について
180,621

建設局 経理課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか７７点 買入経費の支出について
161,473

建設局 経理課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱液ほか７７点 買入経費の支出について
5,524
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建設局 経理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）１月分
183,903

建設局 経理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
137,484

建設局 経理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）にかかる経費の支出について（１月分）
9,396

建設局 経理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）１月分
14,075

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
206,392

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
139,400

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
28,122

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)１月分
16,598

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
7,561

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
14,860

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
159,301

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 書類作成用等　平成28年度ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
1,134

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 書類作成用等　平成28年度ゴム印等単価契約（１月分）にかかる買入経費の支出について
7,182

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（１月分）
16,895

建設局 経理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（１月分）
28,386

建設局 経理課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（１月分）
7,986

建設局 経理課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（３月分）
6,920

建設局 経理課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　切手購入にかかる経費の支出について（３月分）
14,570

建設局 経理課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　１月分　単価契約）
238,140

建設局 経理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱肉ほか９９点 買入経費の支出について
140,284

建設局 経理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱肉ほか９９点 買入経費の支出について
339,620

建設局 経理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 一般事務用 朱肉ほか９９点 買入経費の支出について
257,159

建設局 経理課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
140,963

建設局 経理課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
505

建設局 経理課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成１月分にかかる経費の支出について
12,409

建設局 経理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１２月分（その２）　単価契約）
2,262

建設局 経理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
92,891

建設局 経理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　１月分　単価契約）
221,874

建設局 経理課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　占用（設計書）袋 買入経費の支出について
51,840

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
28,820

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
1,395,569

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
5,418

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
16,200

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
72,600

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
20,893

建設局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分　単価契約）
697,567

建設局 経理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
3,126

建設局 経理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用地下鉄回数券等の購入に係る経費の支出について（３月分)
45,000

建設局 経理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＰＤＦ作成・編集ソフト 買入経費の支出について
18,792

建設局 経理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(天然ガス)２月分
16,392

建設局 経理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　２月分　単価契約）
317,520

建設局 経理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（２月分）
84,564

建設局 経理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（２月分）
6,210

建設局 経理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（２月分）
6,210

建設局 経理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成28年度ドラム／トナーカートリッジほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（２月分）
49,464

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分-①）
8,974

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（２月分）
152,581
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建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（２月分）
25,642

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（２月分）
8,614

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）２月分
241,744

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分-①）
5,940

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（２月分）
242,437

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　２月分　単価契約）
1,707,681

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　２月分　単価契約）
112,324

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　１月分（その２）　単価契約）
3,307

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分-①）
41,400

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（２月分）
8,815

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　２月分　単価契約）
25,585

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（２月分）
33,981

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（２月分）
199,999

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　２月分　単価契約）
268,249

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　２月分　単価契約）
819,286

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２５年度単価契約）（２月分）
20,551

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）２月分
15,961

建設局 経理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２６年度単価契約）（２月分）
55,636

建設局 経理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 市会関連資料の作成による深夜帰宅に係るタクシー料金の支出について－１
4,430

建設局 経理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 市会関連資料の作成による深夜帰宅に係るタクシー料金の支出について－２
6,280

建設局 経理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 平成２８年度国直轄事業費負担金（道路事業）の支出について
515,980,903

建設局 企画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地を含む）２月分の支出について
4,970

建設局 企画課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地を含む）２月分の支出について
240

建設局 企画課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 大阪市業務説明会にかかる立命館大学への出張旅費の支出について
2,740

建設局 道路部調整課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成29年　１月分）
1,028,045

建設局 道路部調整課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成29年２月分）
511,094

建設局 道路部調整課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 「都市計画道路の整備プログラム（平成28年９月）」 印刷経費の支出について
51,840

建設局 道路部調整課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成29年　２月分）
43,204

建設局 道路部調整課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか１点　買入経費の支出について
11,880

建設局 道路部調整課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか１点　買入経費の支出について
5,940

建設局 道路部調整課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事業参考用　季刊　土木コスト情報　ほか１点　買入経費の支出について
11,880

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（平成29年　２月分）
48,312

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（平成29年３月分）
54,474

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 菅原城北大橋管理運営用電気料金（北摂）の支出について（平成29年２月分）
6,339

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成29年２月分）
79,816,645

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成29年　２月分）
1,205,307

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成29年２月分）
238,978

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,450

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,090

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
400

建設局 道路部調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 街路灯等電気料金の支出について（平成29年２月分）
7,474

建設局 道路部調整課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（平成29年　２月分）
52,992

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・調整課）
4,600

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成29年　２月分）
972,849

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（平成29年　３月分）
42,938

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（平成29年３月分）
511,682

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等用光回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
68,341
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建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成29年２月分　道路管理費）
175,432

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（平成29年２月分）
25,704

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 中島用水路跡専用回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 共同溝等電話回線専用料の支出について（平成29年　２月分）
54,301

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路施設用光回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
45,726

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 大和川北岸線アンダーパス専用回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
7,311

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（道路管理費）の支出について（平成29年　２月分）
391,381

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 道路情報提供装置用光回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
28,317

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 長吉アンダーパス用光回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
7,776

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる照明灯添加料の支出について
111,780

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 なみはや大橋情報板回線使用料の支出について（平成29年　２月分）
21,728

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置用光回線使用料の支出について（平成29年２月分　橋梁管理費）
51,384

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 状態監視装置回線使用料（橋梁管理費）の支出について（平成29年　２月分）
138,909

建設局 道路部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・調整課）
380

建設局 道路課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 北野都島線共同溝補修工事の工事費精算金の支出について
17,620,240

建設局 道路課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 西成区第20号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
15,196,680

建設局 道路課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 西成区第20号線外１舗装補修工事の工事費精算金の支出について
275,400

建設局 道路課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 新町南線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
13,930,000

建設局 道路課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路標識補修工事の工事費前払金の支出について
4,530,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,840,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,480,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
52,590,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
51,090,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,020,000

建設局 道路課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,830,000

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年１月分・道路維持）
11,277

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 観光関連の電線類地中化事業評価に関するヒアリングにかかる管外出張旅費の支出について
22,100

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
2,630,000

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
45,250,000

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 西淀川区第632号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
3,900,000

建設局 道路課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,200,000

建設局 道路課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 心斎橋筋線（せんば心斎橋筋商店街）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
11,027,040

建設局 道路課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 心斎橋筋線（せんば心斎橋筋商店街）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
9,247,360

建設局 道路課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
3,605,040

建設局 道路課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
45,843,800

建設局 道路課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
11,203,200

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 平野工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
5,010,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
335,040

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,130,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
67,120,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 天王寺方面東西３３号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
54,701,720

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
29,630,720

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 旭区第140号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
6,485,920

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
71,660,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
6,710,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
6,290,000

建設局 道路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
8,198,840
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建設局 道路課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年１２月分・道路課）
11,324

建設局 道路課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 城東区第1768号線舗装補修工事の工事費前払金の支出について
5,600,000

建設局 道路課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 鶴見区第8217号線外１舗装補修工事の工事費前払金の支出について
22,850,000

建設局 道路課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 臨港方面管理事務所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
25,980,000

建設局 道路課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度 舗装路面性状調査業務委託の委託料精算金の支出について
7,970,400

建設局 道路課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 伏見町線（伏見町３丁目）電線共同溝整備工事に伴う電気通信設備の先行（抜柱）工事に関する補償契約にかかる経費の支出について
1,677,132

建設局 道路課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
3,130,000

建設局 道路課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
48,370,000

建設局 道路課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,440,000

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 伏見町線（伏見町３丁目）電線共同溝の建設に関する委託契約書にかかる精算金の支出について
136,681,560

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
3,450,840

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
20,328,120

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
65,304,640

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
6,028,160

建設局 道路課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
17,028,840

建設局 道路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 海老江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
4,230,000

建設局 道路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 国道25号（御堂筋）歩道補修工事の工事費前払金の支出について
29,000,000

建設局 道路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 国道176号（新十三大橋）歩道補修工事の工事費前払金の支出について
16,530,000

建設局 道路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
76,880,000

建設局 道路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 海老江工営所管内道路維持修繕その他工事の工事費前払金の支出について
7,350,000

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
998,720

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
2,263,280

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
1,096,200

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
27,934,960

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 幸町線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
15,263,960

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 大阪港八尾線（なみはや大橋）舗装補修工事の工事費精算金の支出について
116,137,800

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
36,426,320

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 東成区第8107号線外2舗装補修工事の工事費前払金の支出について
10,700,000

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
28,721,880

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
6,828,000

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
7,731,240

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 幸町線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
160

建設局 道路課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
10,046,240

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年１月分・道路課）
2,096

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・道路維持）
8,498

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・道路課）
5,470

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　新規工事費 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
1,588,480

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 大正区第8312号線舗装補修工事－2の工事費精算金の支出について
23,991,680

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
32,213,280

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 大正区第8312号線舗装補修工事－2の工事費精算金の支出について
1,228,880

建設局 道路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 工事請負費　改修工事費 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
10,347,720

建設局 橋梁課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 報償費　報償金 大阪府橋梁テクニカルアドバイスに伴う謝礼金の支出について（第２回）
14,200

建設局 橋梁課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 委託料　委託料 天王寺バイパス近鉄跨線橋橋梁点検に関する協定書に伴う精算金の支出について
8,140,000

建設局 橋梁課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 委託料　委託料 平成28年度　安治川河底隧道警備業務委託の委託料中間金の支出について（第５回分）
6,113,880

建設局 橋梁課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年１月分・橋梁課）
7,500

建設局 橋梁課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・橋梁課）
5,938

建設局 街路課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 「民間活力を活用した連続立体交差事業の推進方策に関する勉強会」の参加等にかかる管外出張旅費の支出について
29,320
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建設局 街路課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年１月分・街路課）
12,783

建設局 街路課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 「うめきた2期区域」におけるJR東海道線支線地下化事業に関する工事の施行における平成27年度協定書の概算金の支出について（平成２８年度第３回概算払）
48,100,000

建設局 街路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・鉄道交差）
15,932

建設局 街路課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線舗装新設その他工事－１８の工事費精算金の支出について
31,505,360

建設局 街路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・街路課）
16,369

建設局 街路課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支払いについて（平成２９年２月分・特定街路）
11,178

建設局 河川課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 第２回　河川維持管理技術研究会　点検評価研究班に係る出張について
57,680

建設局 河川課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 平成２８年度市内河川発生産業廃棄物処理業務委託（概算契約）の委託料精算金の支出について
108,000

建設局 河川課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 今川導水路空気弁補修工事の工事費精算金の支出について
3,470,040

建設局 河川課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－６の工事費部分完成払金の支出について
25,302,187

建設局 河川課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 住吉川耐震護岸整備工事－６の工事費部分完成払金の支出について
154,169,982

建設局 河川課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　印刷製本費 河川広報用　水の都・大阪周遊map（日本語版・中国語版・韓国語版）印刷に伴う経費の支出について
140,400

建設局 河川課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 委託料　委託料 平成２８年度河川水の水質分析に係る費用の支出について（下水道事業会計への支出）
848,460

建設局 河川課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 加美巽川護岸補修工事－１２の工事費前払金の支出について
2,530,000

建設局 河川課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報償費　報償金 第４回道頓堀川水辺空間利用検討会の開催にかかる報償金の支出について
65,012

建設局 河川課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 道頓堀川堤防耐震対策工事の工事費精算金の支出について
144,641,100

建設局 河川課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　新規工事費 道頓堀川堤防耐震対策工事の工事費精算金の支出について
78,910,100

建設局 河川課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　低食塩次亜塩素酸ソーダ（今川ポンプ場外９か所）概算買入に伴う経費の支出について（２月分）
104,328

建設局 河川課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
5,148

建設局 河川課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（２月分）
2,702

建設局 河川課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 平成28年度　河川維持管理技術研究会（全体会議）に係る出張について
29,240

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用市内及び近接地出張旅費の支出について（２月分）
7,484

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 住吉川ポンプ場電気料金の支出について（２月分）
165,429

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 加美巽川排水機場電気料金の支出について（２月分）
101,270

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 東横堀川１～９号ポンプ場状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
64,550

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 城北寝屋川口水門管理棟放流警報装置用専用線料金の支出について（２月分）
149,816

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（２月分）
793,800

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 太左衛門橋外６か所道頓堀川遊歩道監視カメラ用光回線使用料の支出について（２月分）
48,694

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門監視カメラ用通信料金の支出について（２月分）
7,776

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（２月分）
26,784

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（２月分）
1,706

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 住吉川ポンプ場外９か所状態監視装置インターネット回線使用料の支出について（２月分）
73,110

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（２月分）
24,192

建設局 河川課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 負担金、補助及交付金　分担金 リビエール関目団地の清掃等に関する覚書に基づく平成２８年度負担金の支出について
178,102

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 衛生管理用　全自動洗濯機買入経費の支出について
38,340

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（東部その７）にかかる経費の支出について
102,384

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 衛生管理用　全自動洗濯機買入経費の支出について
2,484

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（軽四輪ダンプトラック（なにわ８８０あ１１７１）外６点）
74,000

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　２ｔダンプトラック（なにわ８００さ６２２８）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
20,574

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１１３８）外１０点定期点検整備にかかる経費の支出について
176,040

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ２９５）外４台修繕にかかる経費の支出について
20,952

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 継続検査用　自動車重量税の支出について（ミニパトロールカー（なにわ８８０あ１１３８）外１０点）
82,400

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 事務参考用　交通事故損害額算定基準買入経費の支出について
2,600

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（２９年１月分）
7,830

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（２９年１月分）
3,720

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2017年2月分）
64,648

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 委託料　委託料 田島工営所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第１５回中間分（２月請求））
96,862
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建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成29年2月分）
11,430

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
33,397

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 市民対応用　住宅地図買入経費の支出について
139,320

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　２ｔダンプトラック（なにわ８００す５５７６）修繕にかかる経費の支出について
39,960

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所　平成２９年２月分電気料金の支出について
308,116

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成29年2月分）
172,625

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（平成29年2月分）
82,641

建設局
東部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 東部方面管理事務所　３月分電話等料金の支出について
123,970

建設局 田島工営所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年１月分）
8,991

建設局 田島工営所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年１月分）
13,700

建設局 田島工営所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成29年2月分）
2,550

建設局 田島工営所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
46,871

建設局 田島工営所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
500

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
29,071

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
9,882

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
360

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（１月分）の支出について
19,702

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
59,263

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,430

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,840

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（３月分）
24,602

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（２月分）
147,376

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（２月分）災害時専用用
2,702

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）
6,600

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（１月分）
13,838

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（関西電力）料金の支出について（３月分）
132,776

建設局 鶴見緑地公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　鶴見緑地公園事務所電話使用料の支出について（２月分）事務所用
40,867

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費（12月分）の支出について
310

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（平成29年1月分）
78,060

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園管内　巽公園新設部　電気使用料（平成29年2月分）
2,462

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張交通費の支出について（２月分）
15,860

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成29年2月）の支出について
1,656

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道代（平成29年2月）の支出について
1,008

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
14,568

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 公園管理用　巽公園ガス使用料の支出について（2月分）
2,247

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料（平成29年2月分）
67,605

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園管内　巽公園新設部　電気使用料（平成29年3月分）
2,522

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山野球場　電気使用料（平成29年3月分）
264,341

建設局 真田山公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　真田山公園事務所電話料金（平成29年2月分）の支出について
55,942

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 原材料費　工事材料費 施設管理用　丸棒(未研磨)ほか8点買入にかかる経費の支出について
307,800

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 現場作業用乾電池ほか１点買入経費の支出について
5,076

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（継続検査）（西部その3）にかかる経費の支出について
138,240

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用大阪城公園事務所靭公園車庫用電動シャッター修繕にかかる経費の支出について
540,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ＡＢＣ粉末消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
20,520

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　ＡＢＣ粉末消火器ほか１点買入にかかる経費の支出について
2,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月15日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 施設管理用　ウエスほか9点買入にかかる経費の支出について
74,671
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建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月15日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　ウエスほか9点買入にかかる経費の支出について
38,729

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 自動車搭載用　ＡＢＣ粉末消火器ほか2点買入にかかる経費の支出について
56,268

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,760

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
48,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
33,393

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 現場作業用　小型振動ローラー定期自主検査(特定自主検査）(西部その2)にかかる経費の支出について
41,040

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 自動車搭載用　ＡＢＣ粉末消火器ほか2点買入にかかる経費の支出について
6,500

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 渡船船舶用　セルモーターほか1点買入にかかる経費の支出について
280,800

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 自動車搭載用　ＡＢＣ粉末消火器ほか2点買入にかかる経費の支出について
9,180

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 自動車搭載用　ＡＢＣ粉末消火器ほか2点買入にかかる経費の支出について
1,000

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,880

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（１月分）
2,660

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 施設管理用　メタルハライドランプほか12点買入にかかる経費の支出について
18,630

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　消耗品費 施設管理用　マスクほか5点買入にかかる経費の支出について
21,060

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 庁舎管理用灯油買入経費の支出について（1月～3月分　概算契約）
17,496

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 道頓堀川堤防耐震対策工事－２施工に伴う鋼管矢板の製品検査に係る管外出張旅費の支出について
53,880

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　メタルハライドランプほか12点買入にかかる経費の支出について
158,479

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月22日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　マスクほか5点買入にかかる経費の支出について
27,864

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用大阪城公園事務所空調機器修繕にかかる経費の支出について
149,472

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ2395）修繕にかかる経費の支出について
69,897

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 河川施設電気料金（３月請求分）の支出について（東横堀川水門ほか１か所）
987,762

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（中間点検）（西部その４）にかかる経費の支出について
91,260

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　2t作業車(なにわ800さ7505)修繕にかかる経費の支出について
88,452

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ603）修繕にかかる経費の支出について
90,352

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ593）修繕にかかる経費の支出について
79,088

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ880あ45）修繕にかかる経費の支出について
52,812

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　2t低床車(なにわ800す4898)修繕にかかる経費の支出について
34,560

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　燃料費 プロパンガス（落合下渡船場外５箇所分）下半期（単価契約）（２月分）の支出について
35,103

建設局
西部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 施設管理用　階段・手すり用点字標示板ほか4点買入にかかる経費の支出について
261,900

建設局 市岡工営所 平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（１月分）
2,884

建設局 市岡工営所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
10,274

建設局 市岡工営所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
28,836

建設局 市岡工営所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
400

建設局 市岡工営所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
23,712

建設局 市岡工営所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
24,408

建設局 市岡工営所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（２月分）
2,160

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月15日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　手数料 河川「かわせみ」にかかる法定点検（中間検査）の受検手数料の支出について
19,200

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（２月分）にかかる支出について
240

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用及び、渡船事業用市内出張交通費（２月分）にかかる支出について
9,700

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（２月分）
6,082

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
38,315

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,860

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
26,524

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,368

建設局 河川・渡船管理事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　手数料 天保山渡船場浄化槽定期検査受検にかかる経費の支出について
5,000

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（１月分）の支出について
15,420
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建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
40,464

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,880

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道使用料の支出について(日本橋西公園　平成29年3月分)
756

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,860

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　平成２８年度　病気休職者医師面談にかかる管外出張の支出について
4,920

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（２月分）の支出について
9,660

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(松島公園野球場　平成29年2月分)
196,553

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(靭公園【西園】　平成29年2月分)
139,300

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について(平成29年2月分）
146,974

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所[旧西部方面公園事務所]電話料金（平成２９年２月分）の支出について
7,022

建設局 大阪城公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　大阪城公園事務所電話料金（平成２９年２月分）の支出について
39,540

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(2月分)八幡屋公園事務所
52,642

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(2月分)八幡屋公園事務所
6,109

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(2月分)八幡屋公園事務所
14,364

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について(2月分)八幡屋公園事務所
2,000

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について（２月分）
10,910

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（千島公園）の支出について(平成29年2月)八幡屋公園事務所
161,856

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（小林公園野球場）の支出について(平成29年2月)八幡屋公園事務所
182,862

建設局 八幡屋公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　電話料金の支出について(平成２９年２月)八幡屋公園事務所
26,384

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（自動車なにわ800さ6226外9点定期整備）
175,640

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料及び継続検査用自動車重量税の支出について（自動車なにわ800さ6226外9点定期整備）
165,000

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　住宅地図ほか１点買入にかかる経費の支出について
255,528

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 通常事務用　トナー買入にかかる経費の支出について
15,444

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成２９年１月分）の支出について
5,486

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ３２０）修繕（緊急）にかかる経費の支出について
48,600

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 自動車（なにわ８８０あ１１４３）外１０点定期整備にかかる経費の支出について
229,932

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　道路維持作業車（なにわ８８０あ１１４４）修繕にかかる経費の支出について
100,440

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
44,319

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
10,746

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（1月分）
7,230

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,200

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（1月分）
930

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路維持作業用　雨合羽ほか３点（その３）買入にかかる経費の支出について
84,942

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所光熱水費の支出について（平成２９年２月分電気料金）
44,137

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車（なにわ８８０あ３２５８）外１０点定期整備（中間点検）にかかる経費の支出について
140,400

建設局
南部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車（なにわ８００さ６２２６）外９点定期整備にかかる経費の支出について
239,760

建設局 平野工営所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
28,048

建設局 平野工営所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
19,980

建設局 平野工営所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
6,156

建設局 平野工営所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
3,600

建設局 平野工営所 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（平成２９年２月分）の支出について
9,760

建設局 長居公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（１月分その２）
34,130

建設局 長居公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（１月分その２）
1,468

建設局 長居公園事務所 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（1月分）
5,326

建設局 長居公園事務所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　平成28年度桃ヶ池公園外１公園水草除去業務委託の支出について
7,367,760

建設局 長居公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）
24,390

建設局 長居公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）
33,338
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建設局 長居公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）
23,638

建設局 長居公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）
36,017

建設局 長居公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）
5,940

建設局 長居公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）
16,783

建設局 長居公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（2月分）
3,764

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 道路維持管理用　路面標示シート買入にかかる経費の支出について
36,720

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 現場作業用　胴付きゴム長靴ほか3点買入にかかる経費の支出について
204,076

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内等出張交通費の支出について（１月分）
6,064

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内等出張交通費の支出について（１月分）
260

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所空調設備修繕（その２）にかかる経費の支出について
1,944,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　ガス給湯器ほか１点（その２）買入にかかる経費の支出について
1,988,280

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 現場作業用　LED安全ベストほか１点買入にかかる経費の支出について
103,680

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 現場作業用　チェーンソー修繕その２（緊急）にかかる経費の支出について
30,288

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　野田出張所照明器具取替修繕にかかる経費の支出について
320,760

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車定期整備（なにわ８８０あ２９５６）ほか１７点にかかる経費の支出について
422,496

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　損害保険料 車両整備用　自動車損害賠償責任保険加入にかかる保険料の支出について　自動車定期整備（なにわ８８０あ２９５６）ほか１７点
306,360

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公課費　公課費 車両整備用　自動車重量税の支出について（自動車定期整備（なにわ８８０あ２９５６）ほか１７点）
128,600

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
3,630

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
32,064

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（１月分）
504

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小型振動ローラー定期自主検査（特定自主検査）（その２）にかかる経費の支出について
39,960

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１７５９）修繕にかかる経費の支出について
38,674

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１６７）修繕にかかる経費の支出について
34,452

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 車両整備用　軽自動車（なにわ８８０あ１１４５）修繕にかかる経費の支出について
79,768

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所空調設備修繕（その３）にかかる経費の支出について
1,998,000

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 現場作業用　ソーラー回転灯ほか１０点買入にかかる経費の支出について
519,588

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 FAX用　トナー買入にかかる経費の支出について
49,680

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　十三工営所照明器具取替修繕（その２）にかかる経費の支出について
770,040

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　扇町公園事務所浴室タイル修繕にかかる経費の支出について
604,800

建設局
北部方面管理事務所管
理課

平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（２９年１月分）
1,860

建設局 十三工営所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（２月分）
11,744

建設局 十三工営所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
54,147

建設局 十三工営所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,684

建設局 十三工営所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,560

建設局 十三工営所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
540

建設局 扇町公園事務所 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
60,687

建設局 扇町公園事務所 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,769

建設局 扇町公園事務所 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
9,140

建設局 十三公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（１月分）
18,323

建設局 十三公園事務所 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(１月分)（その２）
9,032

建設局 十三公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,277

建設局 十三公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
28,660

建設局 十三公園事務所 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,999

建設局 十三公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(２月分)
5,664

建設局 十三公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地下水道使用料金の支出について(２月分)
12,562

建設局 十三公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（２月分）
10,777

建設局 公園管理課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　異径カップリング－１　ほか１点　買入経費の支出について
58,644
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建設局 公園管理課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インクカートリッジ－１　ほか３点（その２）　買入経費の支出について
138,218

建設局 公園管理課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　手すり　ほか２点　買入経費の支出について
83,592

建設局 公園管理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　全自動洗濯機　ほか１点　買入経費の支出について
41,040

建設局 公園管理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０か３５０４）修繕（緊急）経費の支出について
154,558

建設局 公園管理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　全自動洗濯機　ほか１点　買入経費の支出について
55,620

建設局 公園管理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 需用費　消耗品費 受託事業用　街路樹撤去承認書　ほか２点　印刷経費の支出について
66,972

建設局 公園管理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 需用費　印刷製本費 受託事業用　街路樹撤去承認書　ほか２点　印刷経費の支出について
25,368

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　砂場フェンス用部品ー１　ほか３８点　買入経費の支出について
774,900

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　国旗－１　ほか５点　買入経費の支出について
42,314

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水道用ゴム付きケレップ　ほか３８点　買入経費の支出について
295,365

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度加賀屋緑地運営業務委託料の支出について（１月分）
478,800

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ベンチ用座板－１　ほか８点　買入経費の支出について
1,512,000

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水道用ゴム付きケレップ　ほか３８点　買入経費の支出について
158,235

建設局 公園管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　夜行性動物舎冷温水チラー修繕（緊急）経費の支出について
76,809

建設局 公園管理課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ベンチ用部品－１　ほか２点　買入経費の支出について
469,800

建設局 公園管理課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　平尾公園ほか１公園遊具修繕経費の支出について
257,040

建設局 公園管理課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　ソメイヨシノ　ほか３点　買入経費の支出について
298,080

建設局 公園管理課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　フェンス用部品－１　ほか２５点　買入経費の支出について
421,200

建設局 公園管理課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　野里公園多目的トイレ給水修繕経費の支出について
280,800

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　インバータ発電機　ほか１５点　買入経費の支出について
164,376

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　車止め　買入経費の支出について
45,792

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園フレキシブルジョイント漏水修繕（緊急）経費の支出について
1,429,488

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　浮田公園複合遊具修繕経費の支出について
61,236

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０す１５８０）修繕経費の支出について
34,992

建設局 公園管理課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　インバータ発電機　ほか１５点　買入経費の支出について
470,880

建設局 公園管理課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　天王寺動物公園事務所　ミニ油圧ショベル修繕（緊急）（その２）経費の支出について
43,524

建設局 公園管理課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　備品修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物公園事務所　据置式吸引装置修繕（緊急）経費の支出について
309,506

建設局 公園管理課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　備品修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物公園事務所　冷凍ストッカー修繕（緊急）経費の支出について
59,616

建設局 公園管理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　チェーンソー作業用チャップス　ほか１点　買入経費の支出について
92,448

建設局 公園管理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　長吉出戸公園ほか１公園トイレ給水管修繕経費の支出について
84,996

建設局 公園管理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　東小橋公園女子トイレ便器修繕（緊急）経費の支出について
162,000

建設局 公園管理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　４ｔトラック（なにわ８００さ９８３４）修繕経費の支出について
180,392

建設局 公園管理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　バイブレーションローラー特定自主検査整備経費の支出について
172,800

建設局 公園管理課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ＬＥＤ電球－１　ほか１点　買入経費の支出について
75,465

建設局 公園管理課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 花卉事業用　パンジー　ほか１０点（鶴見緑地公園事務所）　買入経費の支出について
105,840

建設局 公園管理課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　パンジー－１　ほか２４点（真田山公園事務所）　買入経費の支出について
162,000

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成28年度公園管理車両3月更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(軽四道路維持ダンプ5台分)
86,750

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 公課費　公課費 平成28年度公園管理車両3月更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(軽四道路維持ダンプ5台分)
33,000

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ堆肥　ほか８点　買入経費の支出について
2,137,975

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　全自動洗濯機　買入経費の支出について
77,112

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　毛馬桜之宮公園排水設備制御装置修繕（緊急）経費の支出について
268,920

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 平成28年度公園管理車両3月更新にかかる自賠責保険料・重量税・リサイクル料金の支出について(軽四道路維持ダンプ5台分)
35,850

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 特定地域ホ－ムレス対策用ユニットハウス－Ａほか５点借入（再リ－ス）にかかる経費の支出について（２月分）
54,000

建設局 公園管理課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　バラ堆肥　ほか８点　買入経費の支出について
54,425

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　人工芝－１　ほか１点（その２）　買入経費の支出について
1,458,000

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き２４４８）修繕経費の支出について
544,395

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き２６８３）修繕経費の支出について
537,818
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建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度鶴見緑地公園事務所外６か所庁舎定期清掃業務委託の支出について
385,560

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　花壇縁石　ほか６点　買入経費の支出について
332,856

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　機械器具費 公園維持管理用　金属探知機　買入経費の支出について
140,400

建設局 公園管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　カバ舎ろ過装置修繕（緊急）経費の支出について
696,833

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,955

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘルメット－１　ほか７点　買入経費の支出について
238,726

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その６）　買入経費の支出について
89,856

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　食糧費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,296

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　毛馬桜之宮公園排水設備修繕（緊急）経費の支出について
210,600

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,020

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
984

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度浦江庭球場外8施設管理運営補助業務委託料の支出について（２月分）
367,830

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,100

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　四ツ目垣フェンス　買入経費の支出について
169,560

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ヘルメット－１　ほか７点　買入経費の支出について
24,891

建設局 公園管理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　トイレットペーパー（その６）　買入経費の支出について
224,640

建設局 公園管理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　損害保険料 平成28年度公園管理用車両更新における軽四ダンプ(道路維持作業車)5台分の自動車損害共済新規加入に伴う保険料の支出について
7,370

建設局 公園管理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 公園維持管理用　シール（１）　ほか７点（その２）印刷経費の支出について
99,096

建設局 公園管理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について（２月分）
41,076

建設局 公園管理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　土壌硬化剤入り真砂土　ほか７点　買入経費の支出について
125,538

建設局 公園管理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　土壌硬化剤入り真砂土　ほか７点　買入経費の支出について
34,129

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　アセタミプリド液剤　ほか２９点　買入経費の支出について
831,600

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋（大）　ほか１点　買入経費の支出について（完了払い）
3,625,166

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き３０３６）修繕（緊急）経費の支出について
291,600

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽バン（なにわ４８０す１５８３）修繕経費の支出について
23,760

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　清掃ダンプ（なにわ４８０す１９１７）修繕経費の支出について
32,400

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 車両維持管理用　ホイルローダー特定自主検査整備（その２）経費の支出について
223,560

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き１９４６）修繕経費の支出について
438,015

建設局 公園管理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低密度ポリエチレン製ごみ袋（大）　ほか１点　買入経費の支出について（完了払い）
146,788

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２３年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
158,490

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局）一式長期借入の支出について
55,355

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２７年度　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
19,440

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか３点　買入経費の支出について
65,448

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水性さび止め塗料　ほか４２点　買入経費の支出について
517,055

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　天保山公園男子トイレ排水管修繕経費の支出について
43,200

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　矢田教育の森公園便所排水管修繕（緊急）経費の支出について
540,000

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　巽公園給水管設備修繕（緊急）経費の支出について
248,400

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　弁天公園ほか１公園遊具修繕経費の支出について
257,040

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　難波中公園複合遊具修繕経費の支出について
535,680

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　４ｔトラック（なにわ８００さ９８３４）修繕（緊急）（その２）経費の支出について
54,864

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入の支出について（平成２９年２月分）
6,264

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　庁用器具費 公園維持管理用　衣類乾燥機　ほか３点　買入経費の支出について
105,732

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　水性さび止め塗料　ほか４２点　買入経費の支出について
26,487

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎給湯配管漏水修繕（緊急）経費の支出について
108,000

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 公園事業用　耐候性土のう袋買入経費の支出について
58,320

建設局 公園管理課 平成29年03月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 オーパス・システム　有料施設使用料における還付金の支出について（過年度分）
1,600

建設局 公園管理課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 公園用　平成28年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（２月分）
22,188,030
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建設局 公園管理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ４５４６）修繕（その２）経費の支出について
102,470

建設局 公園管理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園用　平成28年度長居公園、長居陸上競技場及び長居公園地下駐車場ほか６施設管理運営業務代行料の支出について（２月分）
37,336,141

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　乗用芝刈機用タイヤ－１　ほか３点　買入経費の支出について
118,800

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 公園維持管理用　シール　印刷経費の支出について
46,980

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　加賀屋緑地居宅切妻屋根けらば修繕経費の支出について
145,800

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　八幡屋公園事務所　発電機修繕（緊急）経費の支出について
47,282

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　大阪城公園事務所　散水車プランジャーポンプ修繕（緊急）経費の支出について
67,716

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　大阪城公園事務所　チェーンソー修繕（緊急）経費の支出について
29,332

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度中之島公園の適正化対策に係る巡回警備業務委託にかかる経費の支出について（2月分・第11回中間）
1,376,985

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 原材料費　工事材料費 公園維持管理用　砕石　買入経費の支出について
19,094

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎直流電源盤修繕（緊急）経費の支出について
1,076,760

建設局 公園管理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　てんしばゲート電話設備修繕（緊急）経費の支出について
158,760

建設局 公園管理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　アセフェート剤　ほか１点　買入経費の支出について
791,424

建設局 公園管理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　ガードフェンス　買入経費の支出について
78,624

建設局 公園管理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　旭公園あずまや屋根修繕経費の支出について
561,600

建設局 公園管理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０か３４９９）修繕（緊急）経費の支出について
54,540

建設局 公園管理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ４８０か３５０２）修繕経費の支出について
96,984

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　看板（１）ほか２０点　買入経費の支出について
1,143,288

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　全自動洗濯機（長居公園事務所）　買入経費の支出について
58,320

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 有料施設維持管理用　ピッチャープレート－１　ほか８点　買入経費の支出について
590,544

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　黒崎町公園複合遊具修繕経費の支出について
48,600

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　Ｗキャビン（なにわ８００さ５７６１）修繕（緊急）経費の支出について
96,562

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　２ｔダンプ（なにわ８００す２４１４）修繕経費の支出について
100,418

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　八幡屋公園事務所　プレートコンパクター修繕（緊急）経費の支出について
61,280

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　八幡屋公園事務所　刈払機修繕（緊急）経費の支出について
22,820

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　大阪城公園事務所　高圧洗浄機修繕（緊急）経費の支出について
164,786

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園維持管理用　扇町公園事務所　芝刈機修繕（緊急）経費の支出について
90,073

建設局 公園管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　反射ゼブラテープ　ほか４点　買入経費の支出について
91,422

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園用　市内出張交通費の支出について（２月分）
111,480

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　自動車用タイヤ－１　ほか６点　買入（その２）経費の支出について
672,667

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　車載用バックカメラセット　ほか１点（その２）買入経費の支出について
247,968

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
19,910

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　杭全公園ほか１公園スイング遊具修繕経費の支出について
644,544

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　建物修繕料 公園維持管理用　南港中央公園給水管漏水修繕（緊急）経費の支出について
123,768

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き２４３６）ほか１台修繕経費の支出について
754,056

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　普通貨物（なにわ１００さ２７３５）修繕経費の支出について
52,704

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　軽四ライトバン（なにわ８８０あ１８２２）修繕経費の支出について
23,760

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　庁内情報ネットワークにおける通信サービス料の支出について（２月分）
35,910

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
164

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用　後納郵便（２月分）の支出について
101,371

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（１月分）の支出について
5,320

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 備品購入費　自動車購入費 公園維持管理用　軽自動車（ライトダンプ三方開〈道路維持作業車〉）ほか２点（その２）　買入経費の支出について
10,335,600

建設局 公園管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 公園・動物園維持管理用　天王寺動物園　アイファー舎　冷水チラー修繕（緊急）（その２）経費の支出について
596,160

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　鶴見緑地(国際庭園)改修工事の工事費の前払い金の支出について
4,960,000

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費
公園事業用　難波宮跡公園の整備に関する国土交通省との協議および大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会幹事会第２回幹事会開催に伴う出張及び旅費の支
出について 28,840

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 報償費　報償金 公園事業用　平成２８年度第２回特別史跡大坂城跡石垣修復検討会議の報償金等の支出について
81,265

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　費用弁償 公園事業用　平成２８年度第２回特別史跡大坂城跡石垣修復検討会議の報償金等の支出について
32,820
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建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 万代池公園改修工事の工事費の支出について
8,412,120

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成29年3月期）
38,297,997

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　矢倉緑地整備に伴う約定償還金の支出について（平成29年3月期）
38,329,393

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 公有財産購入費　土地購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第１１回）
7,930,533

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 公有財産購入費　建物購入費 公園事業用　鶴見中央公園整備資金償還金の支出について（第１１回）
992,504

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　都島公園フェンス改修工事の工事費の支出について
17,472,240

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
58,900

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
84,474

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 公園事業用　平成２８年度　臨港方面管理事務所管内遊具点検業務委託の委託費の支出について
275,400

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 公園事業用　扇町公園事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託―２の委託費の支出について
1,572,480

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 公園事業用　第２回みどりのまちづくり審議会の開催及び経費の支出について
178,783

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 公園事業用　第２回みどりのまちづくり審議会の開催及び経費の支出について
7,050

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市内の緑の保全及び緑化の推進に係る調査検討業務委託の支出命令について
5,940,000

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　銅座公園改修工事の工事費の精算払いについて
2,661,560

建設局 公園緑化部調整課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 公園事業用　大阪城公園山里門東雁木石垣修復その他工事の工事費の精算払いについて
24,384,360

建設局 協働課 平成29年03月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　会費 公園管理用 平成28年度6回街路樹研修会への参加及び同経費の支出について
36,000

建設局 協働課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 東成区児童遊園整備費補助金の支出について（南五北ちびっこ）
37,500

建設局 協働課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 東成区児童遊園整備費補助金の支出について（南五中）
37,500

建設局 協働課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 東成区児童遊園整備費補助金の支出について（本六）
60,967

建設局 協働課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報償費　報償金 公園事業用　大阪市グリーンコーディネーター第１５期生育成講習会講師謝礼金（その２）の支出について
119,780

建設局 協働課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
20,406

建設局 協働課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 生野区児童遊園整備費補助金の支出について（北鶴橋）
34,000

建設局 協働課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　新生江住宅１号館第２期植栽工事の工事費の支出（完成払い）について
4,787,640

建設局 協働課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　伝法住宅1号館植栽工事の工事費の支出（完成払い）について
6,491,880

建設局 協働課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　長吉出戸南住宅南北線街路植栽工事の工事費の支出（完成払い）について
1,645,920

建設局 協働課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　飛鳥住宅2号館植栽工事の工事費の支出（完成払い）について
3,184,920

建設局 協働課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 公営住宅建設用　長吉出戸南第1住宅6・7号館植栽工事の工事費の支出（完成払い）について
8,966,160

建設局 協働課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　補助金 公園事業用　保存樹、保存樹林等補助金の支出について（保－３・４・８）
246,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続の支出負担行為について（1月分）
529,985

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　デジタルビデオカメラほか５点 買入にかかる経費の支出について
287,010

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ミスト型扇風機ほか２点 買入にかかる経費の支出について
62,208

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　テーブルベンチ 買入にかかる経費の支出について
1,933,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 動物園管理用　ポスター 印刷にかかる経費の支出について
38,016

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物公園用　天王寺動物園・慶沢園及び来園者案内等業務委託　長期継続の支出負担行為について（1月分）
2,921,446

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　デジタルビデオカメラほか５点 買入にかかる経費の支出について
172,368

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　ミスト型扇風機ほか２点 買入にかかる経費の支出について
915,840

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月03日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園管理用　メデトミジン注射薬　ほか１点（その２）買入にかかる経費の支出について
91,854

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　動物剥製標本修復業務委託の実施に係る費用の支出について
410,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　第１６回ペンギン飼育技術研究会出席にかかる出張旅費の支出について
58,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 負担金、補助及交付金　会費 動物園事業用　第１６回ペンギン飼育技術研究会出席にかかる会費の支出について
4,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）／天王寺動物公園事務所
53,459

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）／天王寺動物公園事務所
3,855

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）／天王寺動物公園事務所
8,640

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）／天王寺動物公園事務所
200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その１）／天王寺動物公園事務所
3,974

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ベンチ座板（その２） 買入にかかる経費の支出について
1,717,200

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　上野動物園および多摩動物公園への視察にかかる出張旅費のについて
38,480
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 天王寺公園美装化用（回遊性向上）案内板 買入にかかる経費の支出について
1,382,400

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ポスターパネルほか３点 買入にかかる経費の支出について
382,752

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　充電式投光器 買入にかかる経費の支出について
215,568

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月15日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　小型電気温水器（その２） 買入にかかる経費の支出について
88,452

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月16日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　広告料 動物園事業用　大阪市営地下鉄車内吊り広告掲出に伴う広告料の支出について
660,042

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 天王寺公園・動物園管理用　慶沢園入場券ほか２点 印刷にかかる経費の支出について
85,536

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 天王寺公園・動物園管理用　慶沢園入場券ほか２点 印刷にかかる経費の支出について
204,768

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園事業用　市内等出張交通費の支出について（２月分）／天王寺動物公園事務所
29,192

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
30,636

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
4,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 平成２８年度天王寺動物公園事務所広報物企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（完納分）
146,816

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
12,960

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
2,700

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
14,796

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　損害保険料 動物園事業用　車両購入における普通貨物の自動車損害共済新規加入に伴う保険料の支出について
2,142

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 平成２８年度天王寺動物公園事務所広報物企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（完納分）
101,036

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月22日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月分その２）／天王寺動物公園事務所
11,340

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ジャスミンほか63点 買入にかかる経費の支出について
1,676,160

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　マルバシャリンバイほか１点 買入にかかる経費の支出について
70,394

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　店舗用テント 買入にかかる経費の支出について
106,920

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　シャリンバイほか１点 買入にかかる経費の支出について
241,920

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ウッドチップ（下半期分）概算買入にかかる経費の支出について（２月分）
99,792

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ドジョウ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
344,088

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）コイ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
85,644

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　感染性医療廃棄物収集運搬処理業務委託 にかかる経費の支出について
21,600

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
39,420

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
23,868

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　血液分析装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
4,687

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院医療用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
22,575

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　レントゲン装置（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
5,076

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
27,378

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
27,540

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物病院用　自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
2,473

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
63,072

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　庁用器具費 動物園管理用　ガス小型湯沸器 買入にかかる経費の支出について
54,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 天王寺公園美装化用（回遊性向上）高所作業車 借入にかかる経費の支出について（２回目）
367,632

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　看板‐１ほか２点 買入にかかる経費の支出について
215,136

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
37,416

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　印刷製本費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
8,051

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　船車修繕料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
7,560

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
1,899

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
2,700

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園等事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月分その１）／天王寺動物公園事務所
12,636

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　成田国際空港でのカバへの投薬、横浜検疫所での検疫施設へのカバ搬入作業の立ち会い及びカバの体調確認作業にかかる出張旅費の支出について
40,010

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　日本平動物園への視察にかかる出張旅費の支出について
29,970

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報償費　報償金 天王寺公園トイレに係る提案型ネーミングライツパートナー選定に関する学識経験者等の意見を聴取する会議の委員報償金の支出について（第１回）
46,904

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報償費　報償金 天王寺動物園売店等運営事業者選定に係る学識経験者等の意見を聴取する会議開催に伴う委員報酬の支出について（第１回）
51,839
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建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　スポットライトほか２点 買入いにかかる経費の支出について
196,344

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　手すり 買入にかかる経費の支出について
895,320

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　表示サイン 買入にかかる経費の支出について
71,280

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　ＬＥＤイルミネーションライトほか２点 買入にかかる経費の支出について
1,647,810

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　建物修繕料 動物園管理用　天王寺動物園 ゾウ舎園路修繕（緊急）にかかる経費の支出について
1,728,000

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）愛玩家禽用配合飼料ほか４点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
31,536

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）牛レバーほか５点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
985,176

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍カワエビ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
23,328

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミミズ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
59,434

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）干草スーダンほか４点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
135,590

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）冷凍マウスほか２点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
205,470

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鳥用ペレットほか１１点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
219,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）アジ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
307,800

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）オキアミ下半期概算購入経費の支出について（２月分）
246,240

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）ミールワームほか３点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
99,792

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リーフイーター用ペレットほか５点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
109,404

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 天王寺公園管理用　電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
381,686

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小動物用ケージ　ほか１点　買入にかかる経費の支出について
74,466

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　除湿機買入にかかる経費の支出について
31,104

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏肉ほか１点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
266,903

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用(動物飼料)活マウスほか１点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
45,360

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）リンゴほか１２点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
295,992

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）白菜ほか１６点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
1,222,344

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）脱脂粉乳ほか１点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
1,425

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用(動物飼料)パンの耳下半期概算購入経費の支出について（２月分）
13,180

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）青草ほか２点下半期概算購入経費の支出について（２月分）
1,305,099

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物管理用（動物飼料）鶏卵ほか１点下半期購入経費の支出について（２月分）
22,248

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（平成２９年２月分）の支出について
5,130

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物公園管理用　ひかり電話使用料（平成２９年２月分）の支出について
44,621

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　機械器具費 動物園管理用　実体顕微鏡買入にかかる経費の支出について
379,080

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 備品購入費　自動車購入費 動物園管理用　商用バン自動車（１ナンバー）買入にかかる経費の支出について
3,442,289

建設局 天王寺動物公園事務所 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 旅費　普通旅費 動物園事業用　埼玉県こども動物自然公園への視察にかかる出張旅費の支出について
38,580

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
26,442

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,544

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
19,712

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
13,500

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,860

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成29年2月分）
4,879

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成29年2月分）
4,810

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（平成29年2月分）
600

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
9,004

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
18,502

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
11,090

建設局
臨港方面管理事務所管
理課

平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
1,860

港湾局 管財課 平成29年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 土地賃貸用　管財－112　不動産鑑定評価依頼にかかる経費の支出について
625,320

港湾局 管財課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 報償費　報償金 管財－129　土地経営その他管理用　法律相談にかかる報酬の支出について（1月分）
10,800

港湾局 管財課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 測量業務用　管財―９７　特定小電力無線買入にかかる経費の支出について
54,000
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港湾局 管財課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（平成28年度1月分）にかかる経費の支出について
14,678

港湾局 管財課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金にかかる経費の支出について（２月分）（管財－１３６）
12,275

港湾局 管財課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金にかかる経費の支出について（２月分）（管財－１３５）
594

港湾局 管財課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用水道料金にかかる経費の支出について（２月分）（管財－１３５）
950

港湾局 管財課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用小型貨物自動車長期借入（その４）にかかる経費の支出について（２月分第３回）
47,196

港湾局 管財課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 報償費　報償金 管財－134　土地経営その他管理用　法律相談にかかる報酬の支出について（２月分）
16,200

港湾局 管財課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 土地経営その他管理用　ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（1月分）
1,860

港湾局 管財課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 財産活用事務用　平成２７年度請第１３１２号業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その２)にかかる経費の支出について(2月分　第11回）
21,168

港湾局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（2月分）（管財‐16）
42,137

港湾局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　手数料 管財－138　土地経営その他管理用　建物収去土地明渡請求事件にかかる収入印紙代の支出について
500

港湾局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（平成28年度2月分）にかかる経費の支出について
14,298

港湾局 開発調整課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（1月分）の支出について
480

港湾局 開発調整課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（1月分）の支出について
680

港湾局 開発調整課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（1月分）の支出について
200

港湾局 開発調整課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（1月分）の支出について
280

港湾局 開発調整課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨海部開発用　国土交通省港湾局（東京都）への出張にかかる旅費の支出について
14,420

港湾局 開発調整課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 臨海部開発用　国土交通省港湾局（東京都）への出張にかかる旅費の支出について
14,420

港湾局 開発調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（２月分）の支出について
150

港湾局 開発調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（２月分）の支出について
995

港湾局 開発調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用市内出張交通費（２月分）の支出について
340

港湾局 開発調整課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 開発調整課用　蛍光ペン（黄色）ほか25点の買入にかかる経費の支出について
15,277

港湾局 計画課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器借入（再リース〔その２〕）使用料（２月分）の支出について
5,144

港湾局 計画課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ作成処理業務委託　長期継続に係る経費（２月分）の支出について
583,200

港湾局 計画課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成28年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
1,188,522,894

港湾局 計画課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成28年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
4,929,237

港湾局 計画課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成28年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
2,399,793

港湾局 計画課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成28年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
1,750,484,035

港湾局 計画課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　国直轄事業費負担金 計画課業務用　平成28年度　国直轄港湾整備事業に係る港湾管理者負担金の支出について
67,000,000

港湾局 振興課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　集貨事業説明会の開催にかかる事前説明に伴う鹿児島出張にかかる旅費の支出について（振－５７）
38,680

港湾局 振興課 平成29年03月02日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　特別旅費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　上海出張に伴う海外出張旅費の支出について（平成29年1月17日～20日　振（海外）５）
83,490

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
280

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
160

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
410

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
4,140

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
1,180

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
3,960

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
2,340

港湾局 振興課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
2,210

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成29年2月請求分　第3突堤トイレ）
810

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
180

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
770

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
920

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
590

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１月分）の支出について
1,360

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
1,380

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
22,270

港湾局 振興課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
420
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港湾局 振興課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　特別旅費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　フロリダ州出張に伴う海外出張旅費の支出について（平成29年3月12日～18日　振（海外）８）
591,980

港湾局 振興課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 役務費　通信運搬費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　フロリダ州出張に伴う経費の支出について（資金前渡）（平成29年3月12日～18日　振（海外）８）
40,000

港湾局 振興課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用　「国際戦略港湾競争力強化対策事業評価委員会」への出席に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－５８）
28,840

港湾局 振興課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
5,040

港湾局 振興課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
2,690

港湾局 振興課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　特別旅費 貨物集貨策用　ベトナム社会主義共和国での海外出張費の支出について（平成29年2月7日～2月11日）振（海外）６
506,340

港湾局 振興課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費
クルーズ客船誘致受入業務用「全国クルーズ客船誘致連絡会 会合」「コスタクルーズ受入港協議会 会合」への出席等に伴う東京出張にかかる旅費の支出について（振－
５９） 59,040

港湾局 振興課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成29年3月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
5,285

港湾局 振興課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　記念品（パネル時計）の買入及び支出について
56,019

港湾局 振興課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（平成29年2月請求分　港湾労働者用トイレ5か所分）
13,580

港湾局 振興課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
580

港湾局 振興課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（１０～１２月分）の支出について
3,480

港湾局 振興課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　カラー放水用色粉の買入（その３）及び支出について
70,416

港湾局 振興課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成29年3月請求分　第3突堤トイレ）
894

港湾局 振興課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（平成29年3月請求分　大正第1突堤トイレ）
980

港湾局 工務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（１月分）の支出について
1,660

港湾局 工務課 平成29年03月02日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 平成28年度　設計積算用及び技術監理用　公共建築改修工事標準仕様書ほか14点買入にかかる経費の支出について
20,844

港湾局 工務課 平成29年03月02日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 平成28年度　設計積算用及び技術監理用　公共建築改修工事標準仕様書ほか14点買入にかかる経費の支出について
45,954

港湾局 工務課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾施設維持管理データベース用　セキュリティソフトサポートライセンスほか１点買入にかかる経費の支出について
27,918

港湾局 工務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 工務課業務用　第１回管理型海面処分場の早期安定化及び利用高度化技術に関する委員会への出張旅費の支出について（２／２７　東京都港区）
28,840

港湾局 工務課 平成29年03月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国庫納付用　平成27年度港湾環境整備負担金に係る収益納付分の支出について
768,824

港湾局 工務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入(2月分)に係る同経費の支出について
268,920

港湾局 工務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（２月分）の支出について
360

港湾局 工務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料(平成28年11～2月分)の支出について
948,024

港湾局 保全監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 建築事務用油性ボールペンほか１１点の買入に係る経費の支出について
654

港湾局 保全監理課 平成29年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ぬ２０２１故障修繕にかかる支出について（港湾工事車両用）
36,903

港湾局 保全監理課 平成29年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計用図書の買入にかかる経費の支出について
7,406

港湾局 保全監理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 なにわ５００ほ９５６８故障修繕にかかる経費の支出について（港湾工事車両用）
107,173

港湾局 保全監理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 旅費　普通旅費 28-5601港区天保山運河東岸堤防工事（その９）に伴うタイロッド工場検査に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
5,460

港湾局 保全監理課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 建築工事用天保山船客上屋前通路屋根設置工事の経費の支出について（工事前払金）
8,070,000

港湾局 保全監理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その５）の中間前払金の支出について
40,000

港湾局 保全監理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 防潮堤の耐震補強用　請第5602号　大正区福町堀堤防工事（その５）の中間前払金の支出について
17,010,000

港湾局 保全監理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）完成払金の支出について
5,345,272

港湾局 保全監理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）完成払金の支出について
37,196,728

港湾局 保全監理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 工事請負費　新規工事費 公害防止対策用　平成28年度請第5702号大阪港内底質除去工事（福町堀その６）完成払金の支出について
181,600

港湾局 保全監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　新規工事費 港湾局庁舎維持管理用　もと福崎潜水基地解体撤去工事に係る経費の支出について
6,581,520

港湾局 保全監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 港湾局庁舎維持管理用もと咲洲緑地管理事務所補修工事に係る経費の支出について
14,195,520

港湾局 保全監理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 保全監理課(設計)用　市内出張旅費の支出について(2月分)
270

港湾局 保全監理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 港湾局庁舎維持管理用　２突基地車庫シャッター補修工事に係る経費の支出について
374,760

港湾局 保全監理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 設計用ヘルメットほか2点の買入にかかる経費の支出について
8,559

港湾局 保全監理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 （道路附属物改良・撤去用）平成28年度請第7102号　住之江区咲洲域内道路案内板書換及び撤去工事（設計変更）にかかる完成金払いの支出について
3,673,400

港湾局 保全監理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 （物揚場補修用）平成28年度 請第5201号　港区安治川内港物揚場補修工事（設計変更）にかかる完成金払いの支出について
21,904,400

港湾局 保全監理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　図書購入費 設計用図書の買入にかかる経費の支出について(その2)
15,390

港湾局 施設管理課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物（下半期）の買入に係る経費の支出について（平成29年1月分）
364,014

港湾局 施設管理課 平成29年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成28年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（3月分）の支出について トンネル維持管理用
300,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　工事フェンス用ウェイトほか２点買入にかかる経費の支出について
107,892

港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　モジュールアセンブリほか５６点買入にかかる経費の支出について
137,430
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港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　珪砂ほか５点買入にかかる経費の支出について
112,752

港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その２）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
3,300

港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その２）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
48,100

港湾局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 公課費　公課費 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その２）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
37,800

港湾局 施設管理課 平成29年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（その２）（重機関係）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
97,200

港湾局 施設管理課 平成29年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４－１、９０７－１号　コアドリル用ビットほか１点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
42,120

港湾局 施設管理課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その３）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
4,400

港湾局 施設管理課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その３）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
65,820

港湾局 施設管理課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 公課費　公課費 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その３）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
77,700

港湾局 施設管理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　工業用ガスの購入にかかる経費の支出について（平成28年度2月分）
12,528

港湾局 施設管理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（２月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　船車修繕料 建設機械借入（その２）（重機関係）のバックホウ修繕実施にかかる経費の支出について【緑地維持管理用】
119,124

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　ハンガーA'ssyほか35点買入について
235,278

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成29年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
998,135

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（２月分）の支出について
752,997

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（２月分）の支出について
580,186

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（２月分）
42,312

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 緑地維持管理用　両面テープほか５点買入にかかる経費の支出について
55,026

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 負担金、補助及交付金　分担金 緑地維持管理用　舞洲緑地（第2電気室）にかかる電気使用料相当額分担金の支出について（平成29年1月分）
468,646

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成29年2月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
915,394

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（車両関係）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
112,104

港湾局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 緑地維持管理用　ハンマードリルほか３点買入にかかる経費の支出について
412,560

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　コンテナボックスほか３点買入にかかる経費の支出について
25,758

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 事務所等管理用　ドアノブほか１点の買入にかかる経費の支出について
13,068

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その４）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
1,100

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その４）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
21,160

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２８年度（１月分）第２突堤基地庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
255,911

港湾局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 公課費　公課費 平成28年度施設管理課自動車法定点検整備（その４）に伴う受検費用の支出について（公用車維持管理用）
34,200

港湾局 施設管理課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 施設管理課普通貨物自動車故障修繕にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
11,620

港湾局 施設管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（１月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
130,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（１月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
700,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 平成28年度 請第9604号　平成28年度港湾域内警備業務委託（１月分）の経費の支出について【臨港道路維持管理用】
3,550,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 施設管理課業務用　近接地出張旅費の支出について（平成29年2月分）
2,560

港湾局 施設管理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（平成２９年２月分）
273,540

港湾局 施設管理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第9633号　道路管理システム用　パソコン等機器一式長期借入（再リース）の支出について（2月分）
3,834

港湾局 施設管理課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 南港ポートタウン緑道改修工事にかかる経費の支出について【臨港緑地維持管理用】
31,059,200

港湾局 施設管理課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３０１号　平成２８年度職員輸送車借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
33,156

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 施設管理用　防塵マスクほか４点買入にかかる経費の支出について
53,870

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０６、９０７－１、９０７－３号　仮囲い（１）ほか１０点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
695,394

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理用　防塵マスクほか４点買入にかかる経費の支出について
30,640

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営工事施工用　安全ベストの買入にかかる経費の支出について
45,738

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 平成28年度　防災・施設担当（施設管理）大型特殊自動車法定点検整備業務委託にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
1,317,600

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 施設管理用　防塵マスクほか４点買入にかかる経費の支出について
3,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 緑地維持管理用　平成28年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（その５）受検費用にかかる支出について
2,200

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 施設管理用　防塵マスクほか４点買入にかかる経費の支出について
1,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 緑地維持管理用　平成28年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（その５）受検費用にかかる支出について
42,320

港湾局 施設管理課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 公課費　公課費 緑地維持管理用　平成28年度施設管理課（緑地管理）自動車法定点検整備（その５）受検費用にかかる支出について
79,800
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港湾局 施設管理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６１８号　軽貨物自動車長期継続借入（その２）にかかる経費の支出について（２月分）臨港道路維持管理用
47,844

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　ゴム手袋買入にかかる経費の支出について
5,670

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　インパクトドライバほか２６点買入にかかる経費の支出について
272,700

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（２月分）の支出について
779,140

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（２月分）の支出について
179,174

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（平成29年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
6,976,621

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
3,890

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（その２）（重機関係）の実施にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
97,200

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
42,768

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 夢舞大橋電気料金（平成29年2月請求分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
771,411

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 施設管理課業務用　回数カードの買入にかかる経費の支出について
30,000

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　生コンクリート・モルタルの買入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
35,208

港湾局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
312,660

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
54,865

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
759,294

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
3,484

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成29年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
594

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（平成29年2月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,943

港湾局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（２月分）の支出について
5,590

港湾局 施設管理課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直９０４－１、９０７－１号　２サイクルエンジン式刈払機ほか２点の買入にかかる経費の支出について（直営工事施工用）
54,540

港湾局 施設管理課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
21,312

港湾局 施設管理課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（車両関係）の実施にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
72,090

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　スズメバチ用殺虫スプレー買入（その２）にかかる経費の支出について
181,440

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　単管パイプほか５点買入にかかる経費の支出について
326,764

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 仮囲いほか１２点買入にかかる経費の支出について　臨港道路維持管理用
976,320

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 車止めポストⅣ型ほか４点買入にかかる経費の支出について　臨港道路維持管理用
388,800

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理課業務用　領収証ほか６点の買入にかかる経費の支出について
24,154

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 請第９０００号　平成２８年度（２月分）第２突堤基地庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
353,948

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　再生クラッシャランほか５点（下半期）の買入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
48,470

港湾局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 振動ローラ（ハンドガイド式）買入にかかる経費の支出について　臨港道路維持管理用
869,400

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　救命浮環ほか2点買入にかかる経費の支出について
387,720

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　土系舗装材ほか２点買入にかかる経費の支出について
162,432

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　癒合剤買入にかかる経費の支出について
274,752

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（３月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（３月分）
40,552

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（３月分）の支出について
560,128

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（３月分）の支出について
722,953

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成29年3月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
981,319

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 道路施設及び夢舞大橋の回線利用料（平成29年3月利用分）の支出について【臨港道路維持管理用】
84,709

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 直営工事用　木材（檜材一等）ほか２点買入にかかる経費の支出について
226,260

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 原材料費　工事材料費 緑地維持管理用　皿頭小ねじ（１）ほか１０点買入にかかる経費の支出について
40,122

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成29年3月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
888,705

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 臨港道路管理用　道路管理システム用光ケーブル回線使用料（H29.2.1～H29.2.14）の支出について
2,683

港湾局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国庫納付用　かもめ臨港緑地の財産処分に伴う補助金の国庫納付分の支出について
7,130,859

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営業務用　足場板（その２）買入にかかる経費の支出について
14,040

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
45,360

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
68,040
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港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
68,040

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
107,730

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
5,670

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
45,360

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
17,010

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　固定型及び携帯型超短波無線電話装置買入にかかる経費の支出について
57,197

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　固定型及び携帯型超短波無線電話装置買入にかかる経費の支出について
336,009

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　固定型及び携帯型超短波無線電話装置買入にかかる経費の支出について
57,197

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（１月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
96,390

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 委託料　委託料 直営業務用　廃油等抜取・運搬・処理作業「業務委託」にかかる経費の支出について
172,206

港湾局 海務課 平成29年03月01日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　固定型及び携帯型超短波無線電話装置買入にかかる経費の支出について
57,197

港湾局 海務課 平成29年03月02日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営業務用　船用ディーゼルエンジン油ほか２点買入にかかる経費の支出について
375,624

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（平成２９年１月分）の支出について
75,955

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年1月分）の支出について　維－５
352

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年1月分）の支出について　維－４
8,142

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成28年度海務課（防災保安）自動車故障修繕（その16）にかかる経費の支出について
27,702

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成29年1月分）の支出について
25,056

港湾局 海務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　溶接技能者資格サーベイランス申請経費の支出について
1,290

港湾局 海務課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　旗買入にかかる経費の支出について
20,520

港湾局 海務課 平成29年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 報償費　報償金 上屋維持管理用　尻無川右岸地区荷さばき地不法占拠物件の対応方法に関する法律相談にかかる経費の支出について
10,800

港湾局 海務課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用（海務課（海務））　地下鉄回数カードの買入にかかる経費の支出について
45,000

港湾局 海務課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請1800号　平成28年度第二突堤基地警備業務委託にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
536,739

港湾局 海務課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
600

港湾局 海務課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 負担金、補助及交付金　負担金 給水事業及び巡視業務用　電波利用料の支出について(陸上移動局２局)
600

港湾局 海務課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気料金（平成29年2月分）の支出について
3,685

港湾局 海務課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年2月分）の支出について　維－１
21,851

港湾局 海務課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　カッター刃買入にかかる経費の支出について
16,740

港湾局 海務課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　エキスパンドメタルほか２点買入にかかる経費の支出について
353,134

港湾局 海務課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営業務用　エキスパンドメタルほか２点買入にかかる経費の支出について
18,040

港湾局 海務課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 直営業務用　市内等出張交通費の支出について(２月分)
2,640

港湾局 海務課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　工業用ガス（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
14,472

港湾局 海務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（1月分）
11,451

港湾局 海務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　手数料 渡船事業用　浄化槽定期検査にかかる経費の支出について
5,000

港湾局 海務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）軽自動車買入にかかる諸経費の支出について
8,780

港湾局 海務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）軽自動車買入にかかる諸経費の支出について
27,240

港湾局 海務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 負担金、補助及交付金　負担金 航行安全対策用　電子情報処理組織使用料の支出について
1,069,000

港湾局 海務課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成２９年１月分）
33,912

港湾局 海務課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当一般業務用・立会業務用　海務課（海務）自動車法定点検整備にかかる経費の支出について
9,828

港湾局 海務課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　船車修繕料 海務担当一般業務用・立会業務用　海務課（海務）自動車法定点検整備にかかる経費の支出について
15,390

港湾局 海務課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　ＬＰガス買入(その４)にかかる経費の支出について
29,700

港湾局 海務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 使用料及賃借料　船車賃借料 渡船事業用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
22,464

港湾局 海務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 港湾事業一般管理用（海務課）　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,880

港湾局 海務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 保安対策用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
3,250

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（平成２９年３月分）
301,752

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成28年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
1,706,400

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成29年2月分）
2,063,037

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成29年2月分）
3,173,904
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港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 （保安対策用）市内出張等交通費（２月分）の支出について
1,027

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成28年度海務課（防災保安）自動車追加修繕（その１８）にかかる経費の支出について
52,380

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（平成28年11月分）
104,544

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（平成28年12月分）
102,520

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 直営業務用　第三級陸上特殊無線技士免許申請交付手数料の支出について
8,750

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　トータルステーション及びレベル整備点検業務委託にかかる経費の支出について
40,500

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード長期借入にかかる経費の支出について（２月分）（保安対策用）
34,022

港湾局 海務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 委託料　委託料 航行安全対策用　大阪港船舶安全支援業務委託の経費の支出について（平成29年2月分）
10,632,579

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 給水事業、巡視業務用及び総務課施設管理用　電気使用料の支出について（2月分）
93,455

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年2月分）の支出について　維－２
3,162

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 係留施設経営事業用　天保山ハーバービレッジ関連施設における電気使用料の支出について
747,516

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 給水事業、巡視業務用及び総務課施設管理用　電気使用料の支出について（2月分）
2,181

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）軽自動車買入（その２）にかかる諸経費の支出について
8,240

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）軽自動車買入（その２）にかかる諸経費の支出について
27,240

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その５）の経費の支出について（平成29年2月分）
122,043

港湾局 海務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機等長期借入（その５）の経費の支出について（平成29年2月分）
12,846

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年2月分）の支出について　維－３
10,313

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　手数料 給水事業用　水質試験料（2月14日実施、真清水丸）にかかる経費の支出について
57,564

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（2月分）の支出について
85,017

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　請1802号　平成28年度防災・施設担当（防災保安） 自動車法定点検整備業務委託にかかる経費の支出について（第7回中間払い）
100,448

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請９３０３号　平成２８年度鶴町基地警備業務委託（２月分）にかかる経費の支出について
525,081

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（２月分）（その２）にかかる経費の支出について
18,252

港湾局 海務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事用　請９３０１号　軽貨物自動車長期継続借入（２月分）の経費の支出について
23,652

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用水道料金（平成２９年２月分）の支出について
4,320

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用水道料金（平成２９年２月分）の支出について
2,705

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
45,360

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
56,700

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（2月分）
5,600

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成２８年度大阪港内水域発生一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
100,913

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（2月分）
1,125,629

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　充電制御器ほか４点買入にかかる経費の支出について
698,760

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
28,350

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
113,400

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
11,340

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
17,010

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
90,720

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
5,670

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
51,030

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車保守・維持管理用　平成28年度防災・施設担当（防災保安）自動車タイヤ修繕（単価契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
22,464

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　電位測定計測器点検委託にかかる経費の支出について
10,800

港湾局 海務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（２月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
249,480

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　手数料 立会業務用　軽自動車買入（その２）にかかる諸経費の支出について
8,240

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　損害保険料 立会業務用　軽自動車買入（その２）にかかる諸経費の支出について
27,240

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 使用料及賃借料　使用料 埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）（2月分）にかかる経費の支出について
590

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営業務用　錆止め塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
57,240

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）両面テープほか１０点買入にかかる経費の支出について
32,875

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　足場板（その３）買入にかかる経費の支出について
26,892
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港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　ポット買入にかかる経費の支出について
8,100

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 直営業務用　平成２８年度　第２原図複写等（下半期）請負（単価契約）（２月分）にかかる経費の支出について
9,676

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　平成２８年度海務課(海上保全)フォークリフト法定点検整備にかかる経費のの支出について
103,680

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 直営業務用　超音波厚さ計の点検修理（その２）業務委託にかかる経費の支出について
46,440

港湾局 海務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　ドライスーツ買入にかかる経費の支出について
236,520

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営業務用　タイべック製防護服ほか１点買入にかかる経費の支出について
25,596

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営業務用　グラインダー替刃ほか７点買入にかかる経費の支出について
162,361

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　携帯型デジタル簡易無線機ほか６点買入にかかる経費の支出について
172,778

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　平成28年度海務課（防災保安）青色回転灯ほか６点買入にかかる経費の支出について
78,062

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営業務用　防草シートほか１点買入にかかる経費の支出について
211,032

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 施設管理用　請1800号　平成28年度第二突堤基地警備業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
484,796

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成28年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（２月分）
14,443,650

港湾局 海務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 委託料　委託料 保安対策用　請第9680号　平成28年度重要国際埠頭施設警備業務委託の経費の支出について（２月分）
124,200

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 旅費　普通旅費 施設管理業務用　市内出張等交通費の支出について（平成２９年３月分）
4,930

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 防災施設管理用　電気料金にかかる協定書に基づく天保山ハーバービレッジ関連施設における電気使用料の支出について
278,418

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用電気料金（平成29年3月分）の支出について
6,624

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（平成２９年２月分）の支出について
72,965

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 防災施設維持管理用　防災施設専用通信回線料の支出について（平成２９年２月分）
14,320

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　関西電力共架料（防潮扉集中監視装置）の支出について（平成28年度分）
35,964

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 給水事業用　給水用ホースほか２点の買入にかかる経費の支出について
246,780

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 渡船事業用　クーラント液の買入にかかる経費の支出について
2,160

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（2月分）
11,316

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年2月分）の支出について　維－４
8,144

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年3月分）の支出について　維－１
20,938

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成29年2月分）の支出について　維－５
357

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金（後納）の支出について（2月分）
291

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 埠頭現場連絡用　携帯電話使用料の支出について（2月分）
272

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（平成29年1月分）
19,548

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
19,548

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　インターネット回線使用料（平成29年2月分）の支出について
25,056

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　平成28年度出入管理情報システム使用料（南港Ｃ６・７及び国際フェリー岸壁）の支出について
1,950,000

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（平成29年1月分）の支出について
17,948

港湾局 海務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 役務費　通信運搬費 航行安全対策用　専用回線使用料の支出について（平成29年2月分）
20,684

港湾局 設備課 平成29年03月02日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請第３５０１号　大阪港咲洲トンネル遠方監視制御設備改良工事にかかる経費の支出について　電気工事用（工事前払金）
8,760,000

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　みぞ形鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
63,504

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　Washer Sealing(シールワッシャ)ほか６４点買入にかかる経費の支出について
114,075

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　みぞ形鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
4,534

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　みぞ形鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
3,539

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　Washer Sealing(シールワッシャ)ほか６４点買入にかかる経費の支出について
89,073

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車損害賠償責任保険の加入にかかる経費の支出について
5,890

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 原材料費　工事材料費 直営施工用　みぞ形鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
9,986

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　機械器具費 ４７Ａ－１６　直営施工用　給油式スクリュー圧縮機買入にかかる経費の支出について
1,620,000

港湾局 設備課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 原材料費　工事材料費 直営施工用　みぞ形鋼ほか１１点買入にかかる経費の支出について
90,588

港湾局 設備課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却清水ポンプ仕組ほか４９点買入にかかる経費の支出について
472,824

港湾局 設備課 平成29年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却清水ポンプ仕組ほか４９点買入にかかる経費の支出について
54,864

港湾局 設備課 平成29年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　冷却清水ポンプ仕組ほか４９点買入にかかる経費の支出について
1,420,632

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
30,208
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港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
31,439

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
10,076

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
10,076

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
40,565

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 直営工事用　（直営電気-20）エンジンオイルの買入にかかる経費の支出について
1,857

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用（工事前払金）平成28年度 請第3114号 南港Ｑ－４号上屋外２箇所給水設備改修工事にかかる経費の支出について
743,552

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用（工事前払金）平成28年度 請第3114号 南港Ｑ－４号上屋外２箇所給水設備改修工事にかかる経費の支出について
507,594

港湾局 設備課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　耐火断熱材ほか６点　買入にかかる経費の支出について
21,060

港湾局 設備課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　普通貨物自動車（100す5925）の法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
276,480

港湾局 設備課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 自動車維持管理用　軽貨物自動車（480か5796）の法定点検追加修繕にかかる経費の支出について
56,160

港湾局 設備課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄剤買入にかかる経費の支出について
47,790

港湾局 設備課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－１８　直営施工用　パッキンＯリングセットほか１６点買入にかかる経費の支出について
168,750

港湾局 設備課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 直営施工用　洗浄剤買入にかかる経費の支出について
47,790

港湾局 設備課 平成29年03月15日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 電気請負業務用　請第3415号　平成28年度此花区電気設備点検業務委託にかかる経費の支出について
818,532

港湾局 設備課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 (設電-3)近接地等出張交通経費の支出について(近接地等出張用 平成29年2月分)
7,730

港湾局 設備課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　手数料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用にかかる経費の支出について
3,300

港湾局 設備課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用にかかる経費の支出について
69,370

港湾局 設備課 平成29年03月16日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 公課費　公課費 自動車維持管理用　自動車継続検査受験諸費用にかかる経費の支出について
91,100

港湾局 設備課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 ４７Ａ－２３　機械担当業務用　アルコール検知器買入にかかる経費の支出について
12,420

港湾局 設備課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板　買入にかかる経費の支出について
320,760

港湾局 設備課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 ４７Ａ－１２　機械担当業務用　白灯油買入にかかる経費の支出について（３回目）
64,800

港湾局 設備課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 (電事‐1)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(港湾局)買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分　鶴町電気事務所管理用）
32,687

港湾局 設備課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　操縦ハンドル用ポテンショメーターほか６点買入にかかる経費の支出について
1,247,616

港湾局 設備課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 船舶機械器具修繕用　作業船｢難波津丸｣遠隔操縦装置修繕にかかる経費の支出について
388,800

港湾局 設備課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 鶴町電気事務所管理用　（直営電気-22）オフィスシュレッダーの買入にかかる経費の支出について
24,408

港湾局 設備課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか３点買入にかかる経費の支出について
60,588

港湾局 設備課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか３点買入にかかる経費の支出について
60,588

港湾局 設備課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか３点買入にかかる経費の支出について
6,804

港湾局 設備課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか３点買入にかかる経費の支出について
3,402

港湾局 設備課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 直営施工用　バッテリーほか３点買入にかかる経費の支出について
52,164

港湾局 設備課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　寸法切り（曲げ）加工鋼板①ほか６点買入にかかる経費の支出について
523,800

港湾局 設備課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　建物修繕料 港湾施設維持管理用（工事完成金）請3117号　鶴町海上保全事務所空気調和設備改修工事にかかる経費の支出について
6,838,560

港湾局 設備課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 施設維持管理用(工事完成金)平成28年度 請第3101号 もと咲洲緑地管理事務所機械設備改修工事（設計変更）にかかる経費の支出について
10,556,800

港湾局 設備課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 (設電-4)近接地等出張交通経費の支出について(近接地等出張用 平成29年3月分)
2,040

港湾局 設備課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　印刷製本費 第２原図複写等（下半期）請負（単価契約）２月分〔設備課(電気）〕の支出について　電気設備設計用
1,205

港湾局 設備課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 工事請負費　改修工事費 請第3503号 もと咲洲緑地管理事務所電気設備改修工事にかかる経費の支出について 電気工事用
13,473,000

港湾局 設備課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　変性エポキシ樹脂系錆止塗料ほか２点買入にかかる経費の支出について
58,752

港湾局 設備課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヒートエキスチェンジャーほか１点買入にかかる経費の支出について
78,840

港湾局 設備課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 委託料　委託料 直営施工用　機械工場ドッククレーン年次点検業務委託にかかる経費の支出について
378,000

港湾局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成29年1月分）　庁舎維持管理用
554,002

港湾局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成29年1月分）　庁舎維持管理用
268,240

港湾局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 総務事務用　吊り下げ名札セットの買入にかかる経費の支出について
3,915

港湾局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生用　作業用軍手ほか３点の買入にかかる経費の支出について
125,274

港湾局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成29年2月請求分 ２突事務所）庁舎維持管理用
135,526

港湾局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 安全衛生用　ヘルメットほか１点の買入にかかる経費の支出について
18,738

港湾局 総務課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用ガスコンロの買入にかかる経費の支出について
38,361

港湾局 総務課 平成29年03月09日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用波板カーポートほか１点の買入にかかる経費の支出について
177,120
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港湾局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲事務所電気料金の支出について（平成29年2月分）庁舎維持管理用
2,725

港湾局 総務課 平成29年03月14日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成29年2月請求分 鶴町事務所他3件分）庁舎維持管理用
271,638

港湾局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 港湾事業用　事務用品ボールペンほか３０点買入にかかる経費の支出について
12,960

港湾局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 役務費　筆耕翻訳料 国際交流用　平成28年度サイゴン港の大阪港訪問にかかる通訳業務委託にかかる経費の支出について
18,900

港湾局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成29年3月請求分 咲洲事務所）庁舎維持管理用
5,708

港湾局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成27年度契約平成29年2月分）
14,796

港湾局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成27年度契約平成29年2月分）
973,512

港湾局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入【総務事務用】（平成24年度契約分）（平成29年2月分）
53,141

港湾局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地及び市内出張旅費の支出について（平成29年2月分）
1,400

港湾局 総務課 平成29年03月22日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
20,466

港湾局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地出張旅費の支出について（平成29年1月分、2月分）
1,510

港湾局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用 近接地出張旅費の支出について（平成29年2月分）
810

港湾局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　12月・1月分　港湾再編担当関係業務用
10,480

港湾局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用除湿器の買入にかかる経費の支出について
44,712

港湾局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用ごみ保管庫の買入にかかる経費の支出について
211,680

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　公舎電気使用料の支出について（庁舎維持管理用）
11,357

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（平成29年2月請求分）庁舎維持管理用
133,147

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（平成29年2月請求分）庁舎維持管理用
112,447

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
27,427

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 外郭団体監理用　平成28年度　特定用途港湾施設整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金の支出について（阪神国際港湾株式会社）
27,000,000

港湾局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 貸付金　貸付金 外郭団体監理用　平成28年度　埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付契約（港湾法）における貸付金の支出について（阪神国際港湾株式会社）
535,500,000

港湾局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張にかかる交通費の支出について（12月～2月分）
2,920

港湾局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　電話機リースにかかる経費の支出について（平成２９年３月分）
11,016

港湾局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用網戸ほか４点の買入にかかる経費の支出について
367,696

港湾局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　消耗品費 普及宣伝用　平成28年度総務課普及宣伝用事務用品にかかる所要経費の支出について
8,910

港湾局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　印刷製本費 普及宣伝用　平成28年度大阪港見学会しおり印刷にかかる経費の支出について（第２期分）
13,608

港湾局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 公用車維持管理用　自動車損害共済基金分担金の支出について（平成２９年３月６日から２台分）
3,223

港湾局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　損害保険料 公用車維持管理用　自動車損害共済基金分担金の支出について（平成２９年３月１３日から１台分）
1,484

港湾局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 委託料　委託料 港湾局庁舎消火器具点検業務委託（年２回分）にかかる経費の支出について（庁舎維持管理用）
67,500

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成29年２月分）　庁舎維持管理用
268,849

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（平成29年２月分）　庁舎維持管理用
540,340

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料の支出について（平成29年2月分）
22,481

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 近接地出張交通費の支出について　2月分　港湾再編担当関係業務用
9,420

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成29年2月分）職員事務用
186,825

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 咲洲事務所電気料金の支出について（平成29年3月分）庁舎維持管理用
15,180

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（平成29年2月分 2突・鶴町事務所）庁舎維持管理用
628,924

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（平成29年3月請求分 ２突事務所）庁舎維持管理用
127,069

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月分・ＮＴＴドコモ）庁舎維持管理用
15,432

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月分・臨港方面事務所）庁舎維持管理用
15,190

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月利用分・ＡＴＣ庁舎分）庁舎維持管理用
84,040

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月利用分・ＮＴＴコミュニケーションズ）庁舎維持管理用
10,091

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月利用分・鶴町電気事務所他）庁舎維持管理用
17,052

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（平成29年2月利用分・２突事務所ほか）庁舎維持管理用
80,831

港湾局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用書籍ラックほか４点の買入にかかる経費の支出について
1,047,276

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
3,383

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
76,030

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
61,741
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港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
21,484

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
26,040

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
699

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
3,668

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
36,487

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
11,890

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
2,497

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
11,534

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
2,972

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
25,464

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
6,502

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
120,398

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
36,291

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
76,507

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
4,382

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
3,822

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
5,500

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
44,361

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
15,711

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
3,092

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
24,714

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（12月分）の買入にかかる経費の支出について
7,485

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
3,356

港湾局 経営監理課 平成29年03月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（12月分）の買入にかかる経費の支出について
2,186

港湾局 経営監理課 平成29年03月08日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 調達事務用　トナーカートリッジほか１点買入にかかる経費の支出について
9,990

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,612

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,144

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,720

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
538

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,507

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,818

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,980

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
70

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,944

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,740

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 振興事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
350

港湾局 経営監理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,966

港湾局 経営監理課 平成29年03月13日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　普通旅費 市内出張用　市内出張に伴う交通費（１月分）の支出について
180

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分その1）
7,063

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分その1）
14,742

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
17,591

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
84,176

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
85,078

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
18,547
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港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分その1）
14,796

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
643

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
38,846

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
15,799

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
6,246

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
3,678

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
10,108

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
11,391

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
30,618

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
7,647

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
27,725

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
12,737

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
22,535

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
113,742

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
17,146

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
3,184

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
34,687

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
5,223

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
2,613

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
20,326

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
83,722

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
11,267

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分その1）
180

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（1月分）の買入にかかる経費の支出について
8,725

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
12,977

港湾局 経営監理課 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（1月分）の買入にかかる経費の支出について
3,254

港湾局 経営監理課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 需用費　消耗品費 会計事務参考用　地方財務実務提要追録の買入にかかる経費の支出について
29,808

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
103,965

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
76,751

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,341

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,351

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,701,859

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要の買入経費の支出について（会計事務用）
4,968

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
57,384

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
298,178

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,639

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
3,726

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
321,418

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
501,220

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
356,102

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
334,669

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
348,415

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
422,124

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
81,082

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
136,761

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
229,037

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
262,810



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
446,357

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
422,286

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
342,281

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
285,900

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
474,589

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
73,187

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,043

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,490

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
197,154

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
10,796

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,436,713

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
458,698

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,341

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
5,492

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
871,210

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
330,937

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
27,425

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,248,706

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
649,985

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
717,731

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
494,278

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
349,876

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
756,333

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
880,321

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
292,393

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
143,984

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
13,794

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
277,006

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
6,377,207

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
4,562

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
294,012

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
126,820

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
198,494

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
19,515

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,086

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
33,778

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
110,391

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
62,213

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
90,953

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
39,547

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
153,125

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
37,146

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
74,971

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,023,076

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
11,652
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会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
7,047,717

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
1,192

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
33,975

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
50,524

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
6,951

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
21,214

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
25,140

会計室 会計企画担当 平成29年03月01日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（1月分）の支出について
2,343,891

会計室 会計企画担当 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（2月分）の支出について
52,378

会計室 会計企画担当 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,072

会計室 会計企画担当 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成29年03月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（2月分）の支出について
44,155

会計室 会計企画担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用　２月分）
20,868

会計室 会計企画担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　２月分）
5,184

会計室 会計企画担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機等一式　長期借入（再リース）における経費の支出について（平成29年2月分）
1,334,880

会計室 会計企画担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
7,532

会計室 会計企画担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
38,831

会計室 会計企画担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
81,452

会計室 会計企画担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の借入れ経費の支出について（会計事務用　２月分）
5,371

会計室 会計企画担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（平成29年2月分）
864

会計室 会計企画担当 平成29年03月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（2月分）の支出について
11,281

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
51,950

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,707,732

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
11,510

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,034

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
125,077

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
196,168

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
143,673

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
202,124

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
91,743

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
86,221

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
277,540

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
126,372

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,472

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
122,000

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
202,655

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
235,670

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
190,854

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
23,527

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
103,886

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
201,026

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
177,463

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
246,228

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
665,605

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
563,152

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
28,930

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,566

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
39,990

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
6,627,526

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
637,757

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,342,215

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,024

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
17,822

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
294,840

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
131,241

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,780

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
340,314

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
360,010

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
468,771

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
311,873

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
415,802

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
849,675

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
599,373

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
775,140

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
408,842

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
671,757

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
356,796

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
729,496

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,340

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
24,219

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
117,174

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,325

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
176,693

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
705,099

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
6,146

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
22,700

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
182,833

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
214,950

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
55,871

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
8,309
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会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
26,672

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
45,821

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,612,736

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,345,160

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,063,496

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,516,868

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
381,158

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
746,755

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,746,374

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
461,366

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
11,964,074

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,045

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
14,053

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,154

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
4,556

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
9,092

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,576

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
5,944,841

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
11,609

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
54,353

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
62,229

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,609

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
3,024

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,003,591

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
283,220

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（2月分）の支出について
7,518,747

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
16,698

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
15,492

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（平成29年２月分）
3,422

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
235,370

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
230,511

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
406,223

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
225,779

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
346,482

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
405,754

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
240,570

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
252,640

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
207,993

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
234,036

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
219,187

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
415,082

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
11,058

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
154
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会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
323,719

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
377,208

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
319

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
243,556

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
939

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
429

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
230,513

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
276,173

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
781

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
355,173

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
27,339

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
581

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
374

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
14,256

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
2,154

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
19,400

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
32

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
20,884

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
8,910

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
837

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
120

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
28

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
79,018

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
110

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
106

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
47

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
1,423

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
17

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
651

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
183

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（2月分）の支出について
37,563

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
21

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
421

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
11,404

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
663

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
9,686

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,500

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,550

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
6,274

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
3,130

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
1,532

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
34
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会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
154

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
30

会計室 会計企画担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（2月分）の支出について
32,442

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
126,664

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
92,412

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,648

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,391,205

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,505

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方公共団体契約実務の要点、外２点の買入経費の支出について（会計事務用）
23,122

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
85,224

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
532,073

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
654,157

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
424,719

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
455,437

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
256,207

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
546,590

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
339,702

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,648

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
169,816

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
392,946

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
261,085

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
522,299

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,241

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
523,230

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
446,859

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
404,573

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
276,902

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
571,155

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
93,369

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,197

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,799

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
14,034

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
180,002

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,774,879

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
547,251

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,417

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
14,185

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
704,563

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
25,071

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
131,763

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
849,092

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
295,270

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
853,596

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
220,201

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,197,436

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
690,205
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会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
485,460

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
594,025

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
259,081

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
318,002

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
5,809,544

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
4,483

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
745

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
895

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
14,296

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
116,793

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
233,323

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
298,617

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,703

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
46,474

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
73,587

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
104,777

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
173,674

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
53,080

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
38,366

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
134,481

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
72,065

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,009,711

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
13,627

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
7,105,891

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
1,197

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
45,487

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
137,885

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
8,546

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
55,858

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
47,377

会計室 会計企画担当 平成29年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（2月分）の支出について
2,290,902

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
33,721

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,418

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,747

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
22,110

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
5,444

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
216

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
11

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,719

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,914

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,811

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
5,780

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,738

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
9,390

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,273
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
57,229

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
711

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
54,894

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,892

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
32,228

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
727,689

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
687

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
9,292

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
422,050

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,342

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
3,458

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
13,100

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,680

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,922

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
13,888

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,758

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
396

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,323

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,607

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
78,724

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
61,388

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
17,134

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
5,651

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,842

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,930

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
12,152

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
276,526

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,550,678

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
417

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,674

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,126,577

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,009,302

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
923

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,695,168

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,000,655

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,319

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
396

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,878,726

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
992,831

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,583

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,405

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,610

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
841,507

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,592

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
13,776

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
671,286

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
25,431

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,297,390

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,496

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
902,290

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
8,204

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
739

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
13,638

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,067

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,672,350

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,190

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
633

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
3,988

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
2,232

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
949

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
2,270

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,865

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,886

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
860

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
272,940

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,136

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
204,775

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
18,794

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,227

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
47,199

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
802

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
80,566

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,150

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
21,450

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
7,150

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
14,300

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,119

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
18,698

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
8,321

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
884

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
552

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
844

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,136

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
11,321
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,907

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,595

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,706

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,592

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,368

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
9,640

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
19,418

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
16,801

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
55,312

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
74,759

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
4,786

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,488

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
279,512

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
22,943

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
8,516

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
156,902

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
20,554

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
38,785

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
90,643

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
15

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
335,802

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
9,337

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
8,023

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,382

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
20,241

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
6,299

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
43,783

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
12,034

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
567

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,913

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
87,190

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
130,186

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
60

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
589

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
133,562

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,447

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
309,945

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
31,484

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,610

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
113,112
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,729

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,134

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,535

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,849

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,277

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,164

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
13,368

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,342

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
18,862

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
18,871

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
15,539

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
12,967

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,054

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
9,986

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
15,458

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
10,117,126

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
650,971

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7,543

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
36,520

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
25,106

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
627,335

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,277

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
36,665

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
107,177

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
787

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
358,543

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
21,193

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,648

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
10,342

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
111,313

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,244

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
254,633

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,615

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,724

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,757

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
283

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
580,172

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
24,334

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,148

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
540,290

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
811,836

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
13,461

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
847,365
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
879,298

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
537,554

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,190

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
52,543

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,000,990

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
636,080

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
16,463

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
523,500

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
10,376

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
35,470

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
28,620

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
15

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,074

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
176

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
218

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
41,310

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,718

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
11,661

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,924

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,314

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
31,442

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
43,597

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
231

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
52,316

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,202

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
51,617

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,067

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
35,064

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
43,879

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,846

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,722

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,180

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
36,537

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,936

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
38,931

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,236

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,871

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
71,530

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
4,554

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,020

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
15,296

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,737,209

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
11,240

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,671

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,741

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,609

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,940

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
94,673

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,518

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
23,202

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
718

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
22,997

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
9,653

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
147,265

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
915,779

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
96,259

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
337,020

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
856,760

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
509,518

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
31,128

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
156,563

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
180,304

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
194,347

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
5,970

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,052

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
4,085

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,658

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
239,590

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 渡船費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
34,836

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
188,791

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 河底とんねる費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,896

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
993,364

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,412,581

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
139,082

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
10,453

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
43,841

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,898,896

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,598,229

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,362,891

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
715,528



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,888,099

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,271,256

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,970,347

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,860,250

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
22,515

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
32,020

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
4,379

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
21,657

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
7,837

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
18,481

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
31,642

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
83,852

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
15,693

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,212,243

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
24,914

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,264

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,656

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,007

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,757

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,735

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
8,711

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
285,548

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
130,355

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
53,939

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,711

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
21,260

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
520,937

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
5,188

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
14,009

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
101,912

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,448

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
3,018

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,521

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
67,994

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,582

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 維持作業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,388

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
7,164

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
2,054

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,194

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,358

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
85,028

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる専用回線（ＮＴＴ西日本）料金（2月分）の支出について
17,218

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
4,094
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,460

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
8,058

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,909

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
6,965,959

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
129,340

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
11,952

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
3,188

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,263

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
937

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,874

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,624

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
11,414

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
18,908

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
21,853

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,154

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,113

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
20,847,256

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
1,567,576

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
189,887

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
570,513

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
7,990

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
63,198

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
164,369

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
16,061

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
12,475

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
8,554

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,148

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
25,440

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
44

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
5,052

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
51

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
190

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
2,296

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,684

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
1,334,697

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,125

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
2,594

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
74,553

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
6,364

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
9,017

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
4,790

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,686

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
11,678

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
352

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
3,584

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
5,162,366

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
82,428
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会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる携帯電話（ＮＴＴドコモ）料金（2月分）の支出について
1,734

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
7,005

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
160,337

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
45,040

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる電気（関西電力）料金（2月分）の支出について
808,026

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
24,663

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,102

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線３群）料金（2月分）の支出について
6,431

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴコミュニケーションズ）料金（2月分）の支出について
1,131

会計室 会計企画担当 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本プレミレート）料金（2月分）の支出について
117,445

会計室 会計管理担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 公金収納取扱手数料の支出について（平成28年９月～平成29年２月分）
32,910,685

会計室 会計管理担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（２月分）
5,283,434

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用蛍光マーカーほか２１点購入経費の支出について
79,662

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
1,378,463

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
423,343

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（１月分）
3,780

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
83,362

北区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（１月分）
26,795

北区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 相談業務用ミーティングテーブル購入経費の支出について
103,140

北区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務改善・情報発信プロジェクト研修講師報償金の支出について（2月分）
34,430

北区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区保健福祉センタートイレ改修工事経費の支出について
995,760

北区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第20回北区区政会議にかかる会議録調製経費の支出について
47,304

北区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度区民アンケート調査業務委託にかかる経費の支出について
475,200

北区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
2,085

北区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
126

北区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（２月分）
40

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
2,626,020

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの維持管理事業）の支出について（3回目）
680,107

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの維持管理事業）の支出について（3回目）
422,472

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
1,632,400

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
2,626,820

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの更新等事業）の支出について（1回目）
11,556,000

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの更新事業）の支出について（1回目）
2,166,480

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの維持管理事業）の支出について（3回目）
35,532

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,282,336

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの維持管理事業）の支出について（3回目）
1,051,286

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
4,267,988

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの更新事業）の支出について
14,298,228

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの更新事業）の支出について（1回目）
10,398,456

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,282,336

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
4,267,188

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
1,969,488

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,938,760

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,610,764

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,282,336

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,282,336

北区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
3,610,764
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北区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課（政策企画）窓口案内事務用　モバイルプリンター　外３点購入経費の支出について
33,598

北区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所湯沸室シンク及びトイレ内洗面外排水管清掃作業経費の支出について
93,960

北区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域シンボルロード調査検討事業）の支出について（1回目）
2,151,760

北区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域誌の増刷事業）の支出について
265,950

北区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域誌の増刷事業）の支出について（１回目）
653,184

北区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成28年4月号～平成29年3月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月号）
671,963

北区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域誌の増刷事業）の支出について
1,332,504

北区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（済美福祉センター備品整備事業）の支出について（3回目）
161,352

北区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度北区広報紙企画編集業務委託先選定審査員にかかる報酬の支出について（その２）
27,240

北区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度北区広報紙企画編集業務委託先選定審査員にかかる報酬の支出について（その１）
360

北区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域活性化を図るためのまちづくり事業の支援）の支出について（1回目）
17,865,432

北区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（デジタルサイネージの管理運営事業）の支出について（2回目）
3,586,888

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（２月分）
9,864

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 北区災害対策用職員住宅什器賃貸借（長期継続）経費の支出について（２月分）
17,280

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,943

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,769

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　北区役所庁舎機械警備業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
8,164

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　北区役所清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
468,000

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（２月分）
307,631

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（２月分）
197,951

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）経費の支出について（２月分）
18,468

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所庁舎維持管理用玄関マット及びエレベータマット借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,340

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
28,728

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所宿日直専門員用寝具借入経費の支出について（２月分）
9,936

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持管理用　北区役所自動体外式除細動器等借入長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
5,724

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラの運営支援事業）の支出について（１回目）
1,418,040

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域案内板設置事業）の支出について（１回目）
6,961,571

北区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,066

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２９８５＞
7,256

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２８３６＞
11,088

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２９８５＞
13,330

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（２月分）北区役所運営事務費　＜機械番号２０２８３６＞
1,422

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所一般事務用平行スタッキング会議用椅子ほか１点買入経費の支出について
1,922,270

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北区広報紙「わがまち北区」（平成28年5月号～平成29年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成29年3月号）
516,931

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（政策企画）事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
7,506

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
9,281

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
103,575

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所広報紙「わがまち北区」（平成28年5月号～平成29年4月号）編集デザイン業務委託にかかる経費の支出について（平成29年3月号分）
129,600

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（２月分）
130,308

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
194

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
561

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
180

北区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（２月分）
62

北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎管理用　北区役所庁舎防犯シャッター設置工事経費の支出について
804,600

北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
289,663

北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（１回目）
4,267,988

北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（街頭防犯カメラ事業）の支出について（1回目）
2,626,820
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北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
17,011

北区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話・ＦＡＸ使用料の支出について（２月分）
5,467

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
85,179

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
58,267

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
39,640

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
267,790

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
3,523

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
5,151

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
1,132

北区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 水道料金の支出について（２月分）
1,656

北区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用タイルカーペット購入経費の支出について
375,840

北区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用コートハンガーほか１点購入経費の支出について
41,841

北区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　北区役所会議室間仕切設置工事の支出について
989,388

北区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所情報通信設備用回線使用料・プロバイダ料の支出について（２月分）
8,856

北区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区役所地下駐車場給気送風機羽根車取替工事経費の支出について
626,400

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務改善・情報発信プロジェクト研修講師報償金の支出について（3月分）
41,530

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（９～２月分）
1,150

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（９～２月分）
53,507

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用ブラインドカーテン購入経費の支出について
57,391

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
533,378

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
1,365,712

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（２月分）
1,573

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
25,236

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,000

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所事務用ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
3,780

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（９～２月分）
480

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,066

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
854

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（総務）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,248

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
82,591

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
907

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）
26,547

北区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 電話（市内ＦＡＸ・専用回線）使用料の支出について（２月分）
291

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用切手の購入経費の支出について（２月分）
41,600

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
142,632

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
3,294,769

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市北区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
407,136

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用トナーカートリッジの購入について
117,136

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
23,453

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録課戸籍事務用参考図書の購入について
6,740

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
3,774

北区役所 戸籍登録課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
113,880

北区役所 地域課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区カーニバル事業にかかる業務委託経費の支出について
6,232,000

北区役所 地域課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 北区民センター空調設備部品取替工事の経費支出について
594,000

北区役所 地域課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所附設会館産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
617,760

北区役所 地域課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（１月分）
337,374

北区役所 地域課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（1月分）
4,267,174
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北区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 学習活動支援事業「小学生プログラミング体験」用チラシ印刷経費の支出について
5,076

北区役所 地域課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災講演会開催にかかる講師報償金の支出について
115,020

北区役所 地域課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 まち魅力推進事業（さくら草プロジェクト）用メッセージカード印刷経費の支出について
2,592

北区役所 地域課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 防災講演会開催にかかる手話通訳料の支出について
17,200

北区役所 地域課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業における非営利・有償活動団体保険の加入にかかる経費の支出について（平成29年度分）
107,800

北区役所 地域課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学習活動支援事業用（卓球試合球）購入経費の支出について
12,873

北区役所 地域課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 学習活動支援事業「小学生プログラミング体験」用　教材の購入経費の支出について
101,520

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区防犯キャラクター「あんちゃん」着ぐるみ買入経費の支出について
1,285,200

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(1月11日～2月26日分）
7,000

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(1月11日～2月26日分）
1,360

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課（区民協働）事務用消耗品（ふせん外１２点）の購入に係る消耗品費の支出について
61,205

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まち魅力推進事業（さくら草プロジェクト）用プラスティック鉢（４．５号）外２点購入経費の支出について
42,768

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(1月11日～2月26日分）
1,716

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(1月11日～2月26日分）
2,380

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について(1月11日～2月26日分）
3,030

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 生涯スポーツ推進事業卓球大会会場使用料の支出について
17,880

北区役所 地域課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払について（10月～3月）
177,600

北区役所 地域課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度大阪市における新たな地域コミュニティ支援事業委託先選定委員会報償金の支出について
50,060

北区役所 地域課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 まち魅力推進事業発行物（北区フリーペーパー「つひまぶ」）発行にかかる実行委員会分担金の支出について（２８年度　第３号分）
50,000

北区役所 地域課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（2月分）
1,386,000

北区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用手回し充電式ラジオの購入経費の支出について
387,504

北区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月1日～3月8日)
2,706

北区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（２月分）
11,188

北区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（2月分）
8,019

北区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
16,114

北区役所 地域課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用乾電池ほか２点の購入経費の支出について
184,863

北区役所 地域課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業用消火器の買入経費の支出について
169,390

北区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市立北区民センター及び大阪市立大淀コミュニティセンター管理運営業務代行にかかる経費の支出について（2月分）
4,282,294

北区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課（区民協働）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,744

北区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課（区民協働）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,706

北区役所 福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品事業資金（通常保育用）３月分の支出について
50,000

北区役所 福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28度第4回大阪市北区地域支援連絡会議にかかる報償金の支出について
20,578

北区役所 福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小地域福祉活動計画策定委員会(振り返り）にかかる講師謝礼金（平成29年1月）の支出について
12,080

北区役所 福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年11月分）
9,300

北区役所 福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　北区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
108,000

北区役所 福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,533,721

北区役所 福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
904,421

北区役所 福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用ホッチキス針他１８点購入経費の支出について
31,633

北区役所 福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成25年12月～26年3月・平成26年6月～27年2月・平成28年1月～28年3月・平成28年8月～10月分）
43,700

北区役所 福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支出について（平成25年12月～平成26年3月・平成26年6月～平成27年2月・平成28年1月～平成28年3月・平成28年8月～10月分）
43,700

北区役所 福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 小地域福祉活動計画策定委員会にかかる講師報償金（平成29年2月分）の支出について
33,320

北区役所 福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 小地域福祉活動計画（大淀西地域）本編・概要版印刷経費の支出について
194,400

北区役所 福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 認知症啓発イベント映画「ペコロスの母に会いに行く」上映業務委託の実施について
435,600

北区役所 福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢）市長審判に係る診断書料の支出について
5,970

北区役所 福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業にかかる業務委託料の支出について（29年1月分）
3,909,000

北区役所 福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月15日から平成29年3月2日分）
9,792
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北区役所 福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月15日から平成29年3月2日分）
1,561

北区役所 福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月15日から平成29年3月2日分）
421

北区役所 福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支出について（平成28年6月・7月）
4,600

北区役所 福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年6月・7月分）
4,600

北区役所 福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月15日から平成29年3月2日分）
1,011

北区役所 福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,307,750

北区役所 福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
730,899

北区役所 福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
285,300

北区役所 福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,239,000

北区役所 福祉課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度母子福祉貸付金の支出について（新規分）
410,000

北区役所 福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支出について（平成28年3月・6月・7月・9月～11月分）
42,454

北区役所 福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
285,498

北区役所 福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員の活動支出について（平成２８年１０月～１２月）
35,000

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」にかかる業務委託料の支出について（平成29年2月分）
97,900

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
240

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
3,070

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
480

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
360

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
1,760

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
4,640

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
360

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
660

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
360

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
360

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
3,010

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（２月分）
8,285

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
1,710

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（９月～２月分）
3,260

北区役所 福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

北区役所 福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（２月分）
28,182

北区役所 福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支出について（平成28年7月・8月）
3,855

北区役所 福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年3月・6月・7月・9月～11月分）
45,927

北区役所 福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年12月分）
7,522

北区役所 福祉課 平成29年03月27日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度母子福祉貸付金の支出について（新規分）
130,000

北区役所 福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,616,888

北区役所 福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
438,276

北区役所 福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る支出について
270,000

北区役所 福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所用賄材料費　3月分の支出について
1,120,780

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
213,636

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
3,024

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
3,024

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
3,024

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
3,024

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
15,000

北区役所 福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 福祉課事務用消耗品（パイプファイル他３５点）購入経費の支出について
3,024

北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 スクールソーシャルワーカー及びスーパーバイザーの活動に対する謝礼の支出について（２月分）
426,980

北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度第2回大阪市北区地域福祉推進会議にかかる報償金の支出について
20,578
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北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
139,523

北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
129,429

北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
339,821

北区役所 福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
33,540

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,908

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
8,750

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
215,385

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分-①）
372,780

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分-③）
378,210

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度重度障がい者（食事・生活療養費）医療助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分-②）
394,480

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
79,858

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年7月・8月分）
3,096

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,388

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,923

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　老人医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分）
34,296

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
122,926

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
15,943

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,440

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度こども医療費助成事業用医療費の支給決定及び支出について（平成29年2月分ー2）
161,355

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,664

北区役所 福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 平成２８年度母子福祉貸付金の支出について（新規分）
126,000

北区役所 福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
7,456

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
85,118

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,824

北区役所 福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,514

北区役所 保険年金課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度３月分の国民健康保険料窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－１（歳出・一般分）
131,633

北区役所 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－２（歳出・一般分）
7,110

北区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－４（歳出・還付加算金）
15,800

北区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－３（歳出・一般分）
513,634

北区役所 保険年金課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－５（歳出・一般分）
29,765

北区役所 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（２月分）
10,620

北区役所 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２９年２月分）の支出について
104,971

北区役所 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２９年２月分）の支出について
1,031,669

北区役所 保険年金課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２９年２月分）の支出について
74,336

北区役所 保険年金課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便（平成２９年２月分）の支出について
42,676

北区役所 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－６（歳出・一般分）
403,561

北区役所 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２８年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて３月－７（歳出・退職分）
25

北区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（２９年３月審査分　一般）
731,281

北区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２９年３月審査分）
800,000

北区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２９年３月審査分）
472,690

北区役所 健康課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健事業用　長机－１外８点買入経費の支出について
347,997

北区役所 健康課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　旅費の支出について（１２月・１月分）
2,560

北区役所 健康課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　旅費の支出について（１２月・１月分）
360

北区役所 健康課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　液体洗剤外４点買入経費の支出について
18,297

北区役所 健康課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　液体洗剤外４点買入経費の支出について
7,643

北区役所 健康課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　液体洗剤外４点買入経費の支出について
2,013
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北区役所 健康課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年２月支出分（2月21日～28日支出）
14,256

北区役所 健康課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年２月支出分（2月21日～28日支出）
7,261

北区役所 健康課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年２月支出分（2月21日～28日支出）
12,262

北区役所 健康課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年２月支出分（2月21日～28日支出）
2,460

北区役所 健康課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月7日～9日支出）
15,123

北区役所 健康課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月7日～9日支出）
5,805

北区役所 健康課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月7日～9日支出）
2,460

北区役所 健康課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月7日～9日支出）
3,240

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康増進・相談事業用　はつらつ脳活性化サポーターレベルアップ講座（２月分）出席講師報償金の支出について
49,480

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
3,758

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 感染症予防事業用　結核コホート検討会（第3回）出席医師報償金の支出について
22,720

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
246

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
574

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
468

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
164

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
328

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
26,949

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
164

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
164

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
2,432

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
656

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
6,908

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
11,674

北区役所 健康課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便の支出について（2月分）
6,970

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（２月分）の支出について
28,749

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
2,419

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
820

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
820

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
820

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
820

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(3月分)
49,780

北区役所 健康課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）平成２９年３月支出分（3月14日～15日支出）
12,760

北区役所 健康課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業用　地域健康講座（はつらつ脳活性化サポーターレベルアップ講座地域教室）平成２９年２月分　出席講師報償金の支出について
35,800

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康増進・相談事業用　はつらつ脳活性化サポーター支援チーム会議（３月１０日開催）出席講師報償金の支出について
34,560

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２９年２月分）について
49,780

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２９年２月分）について
24,890

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２９年２月分）について
99,560

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２９年２月分）について
74,670

北区役所 健康課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業に係る報償金の支出（平成２９年２月分）について
193,130

北区役所 健康課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉対策推進事業（家族教室）の実施に伴う講師謝礼金の支出について（２月分）
8,600

北区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１８９５）
3,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１８９３～１８９４）
49,203

北区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１８８２～１８８３）
6,360

北区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１８９６～１９０４）
97,335

北区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１９１５）
22,454

北区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１９０８～１９１３）
23,930

北区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１９１４）
198,396
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北区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１８８７～１８８８）
8,805

北区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１９３０～１９３４）
77,582

北区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１９３５～１９３６）
50,146

北区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１９１８～１９２２）
20,280

北区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１９１６～１９１７）
63,360

北区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１９０５～１９０７）
10,805

北区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１９２３～１９２９）
46,950

北区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№１９４２～１９４３）
115,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１９５０～１９５１）
25,322

北区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１９４６～１９４９）
16,460

北区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１９３７～１９４１）
140,903

北区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№１９４４～１９４５）
473,916

北区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１９５２～１９５４）
5,920

北区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１９５５～１９５８）
32,200

北区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№１９６７～１９７０）
59,088

北区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№１９６３）
240

北区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№１９７１～１９７３）
12,060

北区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№１９７４～１９７５）
45,011

北区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活困窮者自立支援事業にかかる２月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
320

北区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金（１月分）の支出について
6,800

北区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用コピー複写経費の支出について（平成２９年２月分）
19,654

北区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.１９６４～１９６６）
31,276

北区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（平成２９年３月分）
82,500

北区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№１９９８～２００２）
224,400

北区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№２００７～２０１２）
70,795

北区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送費　№２００４）
380

北区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（長期入院患者診療報酬　№２００６）
56,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№２０３４～２０３５）
36,120

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№２０２０～２０２３）
207,600

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　No.１９５９～１９６０）
25,140

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№２０１３～２０１４）
30,372

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№２０１５～２０１８）
20,520

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№２０１９）
3,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１９６１～１９６２）
3,660

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる２月分市内出張交通費（近接地を含む）の支出について
5,410

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる郵便料（２月分）の支出について
269,580

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２９年４月分）
8,000,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２９年４月分）
6,000,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２９年４月分）
300,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（中学校２月分）
210,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（小学校２月分）
215,002

北区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（平成２９年４月分）
500,000

北区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　No.２００３）
3,400

北区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.２００５）
6,270

北区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.２０２４～２０３３）
64,429

北区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（移送№１９９２～１９９７）
6,140

北区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（移送費　№２０７１）
65,000
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北区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　№２０４７～２０５５）
83,885

北区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（治療材料№２０５８～２０６３）
250,642

北区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について（№２０６４～２０７０）
31,260

北区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（№２０５６～２０５７）
425,266

北区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について（オムツ　No.２０４０～２０４６）
57,745

北区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について（№２０３６～２０３９）
14,404

北区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金（２月分）の支出について
6,800

北区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用事務用品購入経費の支出について（修正テープ他１４点）
36,035

都島区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（1月分）
10,650

都島区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（1月分）
20,738

都島区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（1月分）
27,597

都島区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（1月分）
30,756

都島区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（1月分）
11,830

都島区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（2月分）
499

都島区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報誌編集用PCの保守委託経費の支出について（平成29年1月分）
3,960

都島区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用リサイクルトナー外1点の買入経費の支出について
14,040

都島区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用トナーカートリッジ外8点の購入経費の支出について
27,302

都島区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用アルコール検知器記録用紙の買入経費の支出について
7,776

都島区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用大型プリンター用プリントヘッドの購入経費の支出について
31,860

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,598

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
6,102

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
140

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
468

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,200

都島区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度都島区の広報誌「みやこじま」全戸配付業務委託（概算契約）経費の支出について（平成29年2月号分）
415,092

都島区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 都島区災害対策住宅用電話回線使用料の支出について（2月分）
2,766

都島区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区の広報誌「広報みやこじま」（平成28年5月号～平成29年4月号）点字版製作業務委託（概算契約）経費の支出について（平成29年3月号分）
28,382

都島区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）平成29年２月分）
450,121

都島区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報誌編集用PCの長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
6,048

都島区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 選挙啓発用「投票所のお知らせ案内」ビラの作成経費の支出について
46,170

都島区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託料の支出について（2月分）
34,560

都島区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（2月分）
4,332

都島区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 自動体外式除細動器（AED）長期借入費用の支出について（2月分）
8,664

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
9,864

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,376

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
294,208

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
152,342

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
80,453

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
604

都島区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
6,478

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代の支出について（2月分）
20,957

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
11,605

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
24,571

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 都島区役所運営事務用コピー用紙の買入経費の支出について
102,060

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）事務用コピー代の支出について（2月分）
10,668

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（2月分）
19,590

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
4,860
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都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
865

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
2,190

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
6,912

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
7,720

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（2月分）
8,839

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　2月分）
60,300

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所内トイレ臭気除去清掃業務の委託経費の支出について
304,560

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（2月分）
10,000

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
540

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具使用料の支出について（2月分）
9,936

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（平成29年2月分）
1,080

都島区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年2月分）
270

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年1月分各課事務用・研修用市内出張交通費の支出について
38,306

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（2月分）
292,544

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（2月分）
26,781

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気使用料の支出について（3月分）
635,203

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成29年2月分）
4,353

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（平成29年2月分）
4,716

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（平成29年2月分）
4,322

都島区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　2月分）
427,464

都島区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用Hf蛍光灯外6点の買入経費の支出について
56,743

都島区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用Hf蛍光灯外6点の買入経費の支出について
11,880

都島区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用自転車の買入経費の支出について
38,232

都島区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用非常灯バッテリー外1点の買入経費の支出について
348,354

都島区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用自転車外1点の買入経費の支出について
38,232

都島区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用地方財務実務提要【加除式】の購入経費の支出について
29,808

都島区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 都島区役所雑用水給水ポンプユニット等補修工事にかかる経費の支出について
186,840

都島区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所衛生害虫生息状況調査業務の実施経費の支出について
38,880

都島区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（3月分）
506

都島区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）担当事務用基本回線使用料の支出について（2月分）
16,202

都島区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用戸籍謄抄本専用電話使用料の支出について（2月分）
3,814

都島区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所運営事務用（保険年金担当用）耐火金庫の買入経費の支出について
194,400

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業用「子ども110番の家」旗の作成経費の支出について
38,880

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）のタイヤ交換経費の支出について
28,512

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動活性化事業用汚物処理袋・凝固剤（100回分）セット（都島区役所）の購入経費の支出について
308,448

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰越金の支出について（2月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰越金の支出について（2月分）
7,616

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災活動活性化事業用都島区防災マップの印刷経費の支出について
21,060

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（平成28年10月～平成29年3月分）
115,200

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
1,600

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
832

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
5,154

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,214

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
4,674

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
140
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都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
984

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,214

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（カラーコピー用紙外11点）買入にかかる経費の支出について
16,184

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（カラーコピー用紙外11点）買入にかかる経費の支出について
14,596

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区における夜間の青色防犯パトロール業務委託料の支出について（2月分）
166,131

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度都島区民まつり受託者選定委員会にかかる謝礼の支出について（3月8日開催分）
49,299

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度都島区市民企画公募事業（後期）における講師謝礼金の支払いについて（淀川中学校ＰＴＡ）
22,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用物品（ラインパウダー外5点）買入にかかる経費の支出について
132,300

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第14回都島区生涯学習フェスティバル手話通訳業務にかかる経費の支出について
3,000

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費（2月10日分）の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（はさみ外9点）買入にかかる経費の支出について
8,170

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動活性化事業用リヤカーの購入経費の支出について
70,956

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（はさみ外9点）買入にかかる経費の支出について
31,406

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（２月分）
7,745

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト用携帯電話使用料の支出について（２月分）
5,771

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事業用防災タブレット回線使用料の支出について（２月分）
8,158

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 援護法に基づく特別給付金国庫債券受領にかかる出張旅費（3月14日分）の支出について
600

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事業用携帯型デジタル無線機の購入経費の支出について
199,746

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事業用トリアージ・タッグ外２点の購入経費の支出について
138,412

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災対策事業用トリアージ・タッグ外２点の購入経費の支出について
59,292

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動活性化事業用アルファ化米の購入経費の支出について
139,968

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動活性化事業用汚物処理袋・凝固剤セット一式の購入経費の支出について
172,800

都島区役所 まちづくり推進課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 災害時緊急連絡用衛星携帯電話使用料の支出について（２月分）
16,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２９年３月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成２９年３月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金3月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金3月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等委託経費(1月分)の支出について
2,852,528

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）システムトナー外4点の購入経費の支出について
27,324

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）システムトナー外4点の購入経費の支出について
1,404

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）システムトナー外4点の購入経費の支出について
54,648

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）システムトナー外4点の購入経費の支出について
5,616

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　３月①）
21,051

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出退職　３月①）
5,110

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）システムトナー外4点の購入経費の支出について
27,324

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
800,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
1,101,368

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年1月分）
360

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年1月分）
1,200

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年1月分）
660

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
5,558

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
119,635

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
667,664

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
184,100

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
55,761

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
60,525

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 「住居表示町名街区案内板」の修繕にかかる業務委託経費の支出について
201,960
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都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(2月分)
2,636

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(2月分)
62,379

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）シャープペンシル外4点の購入経費の支出について
825

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(2月分)
246

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）シャープペンシル外4点の購入経費の支出について
233

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（２月分）
11,836

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）シャープペンシル外4点の購入経費の支出について
1,296

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年2月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年2月分）
480

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）シャープペンシル外4点の購入経費の支出について
454

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
359,839

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金事務用）シャープペンシル外4点の購入経費の支出について
1,080

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内等出張交通費の支出について（29年2月分）
300

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
98,305

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
600,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
472,810

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等委託経費（２月分）の支出について
243,000

都島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等委託経費（２月分）の支出について
2,852,528

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 地域福祉活動推進事業にかかる映画上映会周知用ポスター・チラシの作成経費の支出について
25,650

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用３月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（３月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（平成29年1月分）
5,364

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成29年1月分）
12,741

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（平成29年1月分）
9,178

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用蛍光マーカー外23点の購入経費の支出について
8,116

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用蛍光マーカー外23点の購入経費の支出について
10,179

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用蛍光マーカー外23点の購入経費の支出について
7,803

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用ゴム印の購入経費の支出について
5,821

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用クリップボード外10点の購入経費の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用蛍光マーカー外23点の購入経費の支出について
5,778

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金等支給事業に係る給付金（平成29年3月窓口支給分）の支出について
75,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年1月分）の支出について
360

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年1月分）の支出について
320

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用蛍光マーカー外23点の購入経費の支出について
9,812

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年1月分）の支出について
1,500

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１月分）の支出について
159,408

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１月分）の支出について
1,170

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１月分）の支出について
2,630

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
26,340

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,100

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用クリップボード外10点の購入経費の支出について
8,845

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用クリップボード外10点の購入経費の支出について
216

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（新規・平成２９年度修学資金前貸し分）
477,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（新規・就学支度資金）
300,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年1月分）の支出について
900

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用クリップボード外10点の購入経費の支出について
11,027

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域福祉コーディネート事業にかかる委託料の支出について（第3四半期分）
3,441,750

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
23,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
88,014

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１月分）
6,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
36,960

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
151,340

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
13,400

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
107,639

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）68号
193,950

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金(福祉用具代）の支出について
3,990

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
7,320

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱いにかかる葬儀経費の支出について
161,429

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１・２月分）の支出について
51,347

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（平成29年2月22日実施分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ふたごちゃんみつごちゃんのプレパパプレママ教室講師料２月分の支払いについて
14,680

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成28年度結核コホート検討会参画医師報償金の支出について（平成29年2月23日開催分）
11,360

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
124,322

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
6,942

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 臨床心理士による福祉相談事業用「子育て支援室講演会」にかかる講師謝礼の支出について（平成29年2月14日実施分）
15,180

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,100

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
466

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
108

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,900

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
810

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
432

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
251,598

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２．１月分）
77,410

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
8,880

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１０．１１月分）
13,980

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２．１月分）
13,980

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
52,242

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,624

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
92,520

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
3,900

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　１月分）の支出について
44,640

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
160,135

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
852,088

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（３月追加配付分）の支出について
40,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用透明テープ外６点購入経費の支出について
35,640

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
7,140

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,400
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,221

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,884

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
132,500

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（平成29年1月分）の支出について
2,730

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）71号
73,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）70号
3,996

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１月分）の支出について
182,266

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（12月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
11,302

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,269

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
381,868

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
202,358

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１・２月分）の支出について
43,052

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
164,700

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
58,830

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
244,728

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,564

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,957

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
7,110

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,094

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
169,252

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,288

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
113,184

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
124,926

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,253,568

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
117,332

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）74号
12,600

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２～３月分）
48,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
17,716

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
37,625

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
30,430

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
165,715

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ホッチキス針外１点の購入経費の支出について
8,208

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
78,840

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(給食費　２月分）の支出について
289,456

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　２月分）の支出について
123,300

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
454,386

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
1,016,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
294,697

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,034
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,288

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
540,338

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修助成事業にかかる扶助金の支出について（第１０号）
270,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１・２月分）の支出について
138,913

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(教材代及び給食費　２月分）の支出について
92,437

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
123,649

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期分）の支出について
973,500

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（３月分）の支出について
1,460,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
32,552

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　広告料 相続財産管理人選定の申立てにかかる官報公告料の支出について
3,775

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
1,350

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金(福祉用具代及び住宅改修費）の支出について
22,862

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
11,370

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）２月分の支出について
423,130

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）２月分の支出について
32,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みやっこ子育ておっぱい教室助産師講師料の支出について（２月分）
38,700

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉映画上映会にかかる啓発用ボールペン購入経費の支出について
52,920

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
574

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
222

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
1,722

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
5,684

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
198,242

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
3,856

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
246

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（2月分）
19,600

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
76,991

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
22,243

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
1,200

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
1,618

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 福祉映画上映会委託料の支出について
172,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
248,563

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
2,788

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
820

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
2,272

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
9,446

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
750

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
8,810

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（２月分）
25,086

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
9,344

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護及び生活困窮自立支援事務用郵便料金後納料の支出について（２月分）
418,793

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
132,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１・２月分）の支出について
76,440

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２９年４月分）
21,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　２月分）の支出について
45,783

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２９年４月分）
12,000,000
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２９年４月分）
400,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
99,821

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
31,650

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２９年４月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（平成２９年４月分）
3,000,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
211,880

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭券外）の支出について
2,160

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
278,530

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター分館 精神保健事業用市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
2,520

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
396

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
64,875

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
82

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
64,764

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
19,826

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
17,066

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（2月分）の支出について
330

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
1,476

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉担当（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
1,404

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
49,605

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（平成29年2月分）
8,264

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉センター分館在宅医療・介護連携推進事業用市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
288

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（2月分）
84,480

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払について（1月分）追加①
16,380

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について
396

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
499,334

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
262,186

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について
4,210

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
124,799

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 被保護者との面談に係る出張旅費の支出について
2,690

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　２月分）の支出について
87,900

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
1,944

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（住宅改修）の支出について
3,300

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助金（福祉用具）の支出について
9,600

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について
240

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について
1,290

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険事務用コピー代の支出について（２月分）
2,677

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について
300

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
202,924

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業にかかる医療費の支出について
243,452

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（平成29年2月分）
10,918

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（平成29年2月分）
16,410

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　２・３月分）の支出について
106,041

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
94,394

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(検診料）の支出について
6,130

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
17,340

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬　２月分）の支出について
40,320
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(移送費）の支出について
10,220

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 プレワーキングマザー出産直前講座助産師講師料３月分の支払いについて
13,380

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,737

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
101,215

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
210,362

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,310

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,488

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）78号
4,400

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　１～３月分）の支出について
108,582

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（給食費　２月分）の支出について
75,600

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
27,200

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
86,520

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(治療材料）の支出について
36,256

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
224,216

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 中学生ネパールとのWeb交流事業（ネパール学生との交流会）にかかるファシリテーター謝礼の支出について
5,680

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用D型リングファイル外5点の購入経費の支出について
1,524

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用D型リングファイル外5点の購入経費の支出について
8,314

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用D型リングファイル外5点の購入経費の支出について
7,614

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用車の法定12ヵ月定期点検整備の実施経費の支出について
8,640

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について（追加分）
640

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療助成事業にかかる医療費の支出について
546,615

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
22,880

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
17,674

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
12,030

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）49号
54,680

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
648,103

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について　51号
10,500

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
16,680

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
52,626

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
44,330

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
234,801

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）72・73号
158,834

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２．３月分）
84,722

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（１２・１月分）
29,750

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（２・３月分）
159,318

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）76号
48,750

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業にかかる医療費の支出について
20,329

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
65,800

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　７月分）の支出について
530

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(検診料）の支出について
6,910

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金(文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（BCG）事業従事医師にかかる報償金の支出について（平成29年3月22日実施分）
49,780

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用外付けハードディスクドライブ外2点の購入経費の支出について
19,537

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（2月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業に係る講師料の支出について（2月分）
4,860

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（平成29年2月分）の支出について（追加分）
600

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業にかかる医療費の支出について
16,522
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都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費等の支出について（平成29年2月分）
510

都島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉センター（分館）事務用外付けハードディスクドライブ外2点の購入経費の支出について
7,301

福島区役所 企画総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出事業にかかるダブルクリップ外２点の購入の支出について
49,454

福島区役所 企画総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花とみどりのまちづくり事業にかかるきみどり活動看板の購入経費の支出について_1
33,696

福島区役所 企画総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用　カラープリンター用トナー外5点の購入経費の支出について
121,662

福島区役所 企画総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（蛍光灯）
17,820

福島区役所 企画総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 市民協働型自転車利用適正化事業にかかる啓発用チラシの印刷の支出について
19,440

福島区役所 企画総務課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年1月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
7,016

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
18,748

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（2月分）
396

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成29年2月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
217

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持管理用　ろ過処理水配管の補修にかかる経費の支出について
218,700

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
7,990

福島区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 平成29年2月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
362

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について
9,864

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年2月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成25年7月契約分）
36,288

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について
246,934

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成26年3月31日～平成30年2月）
114,256

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年2月分　庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
15,941

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年2月分　福島区役所庁内情報利用端末機等一式長期借入経費の支出について（平成25年3月～平成29年2月）
25,164

福島区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年2月分　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について
9,072

福島区役所 企画総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
4,720

福島区役所 企画総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年2月分　福島区役所　庁内情報利用プリンタ借入（再リース）及び経費の支出について
6,382

福島区役所 企画総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所 庁舎電気使用料の支出について（平成29年2月分）
1,080,760

福島区役所 企画総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年2月分　水辺活性化事業用簡易トイレ一式 長期借入経費の支出について（平成28年7月～平成38年7月）
51,659

福島区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用　ＡＥＤ用使い捨て除細動パッドの購入経費の支出について
15,336

福島区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成28年5月号～平成29年4月号）３月号分
352,468

福島区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成28年4月号～平成29年3月号）２月号分
323,277

福島区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年2月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
505,440

福島区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成28年5月号～平成29年4月号）３月号分
243,000

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年3月分 小口支払基金繰入金の支出について
5,062

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年3月分 小口支払基金繰入金の支出について
4,104

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年2月分　庁舎設備維持用産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
4,722

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年2月分　庁舎設備維持用一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
2,862

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成29年3月分 小口支払基金繰入金の支出について
656

福島区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 平成29年3月分 小口支払基金繰入金の支出について
414

福島区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　区役所事業用コピー代金の支出について
92,808

福島区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用 福島区役所簡易専用水道定期検査の実施及び同経費の支出について
8,640

福島区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,902

福島区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発にかかる「新有権者への選挙のお知らせ」後納郵便料金（２月分）の支出について
3,690

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「広報ふくしま」企画編集業務委託における公募型企画コンペの審査にかかる報償金の支出について
42,600

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度_特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる謝礼の支払いについて(2月分)
385,000

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年2月分　企画総務課用市内出張交通費の支出について
6,670

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（機械警備分）
933

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
2,144

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
7,518

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報紙用等郵送業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
82
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福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
420

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
2,378

福島区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築モデル事業にかかる業務委託料の支出について（２月分）
214,000

福島区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年3月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
13,737

福島区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年3月分（2回目） 小口支払基金繰入金の支出について
5,200

福島区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,090

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・広聴・情報発信の充実事業用　輪ゴム外９点の購入経費の支出について
42,120

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・広聴・情報発信の充実事業用　自転車うしろかご用バスケット外１点の購入経費の支出について
7,894

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入経費の支出について（OA賞状用紙外2点）
6,372

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 JR海老江・新福島駅構内絵画展示事業にかかる印刷製本費の支出について
327,240

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持管理用　6階多目的トイレ内水洗の修理にかかる経費の支出について
30,888

福島区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区橋脚サイン等製作及び設置業務委託料の支出について
1,134,000

福島区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　平成28年度福島区役所受水槽・雑排水槽等清掃及び産業廃棄物収集・運搬業務委託経費の支出について
347,760

福島区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
4,380

福島区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用消耗品の購入及び同経費の支出について（ゴム印外1点）
11,629

福島区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（市民局証明書発行システム分）
3,814

福島区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　区役所事業用電話料金の支出について（専用回線分）
16,202

福島区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
61,963

福島区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年2月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
8,184

福島区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花づくり広場の運営に係る電気使用料の支出について（3月分）
357

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費支払準備金の支出について（３月分）
150,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金支払準備金の支出について（３月分）
450,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付支払資金（一般）3月分の支出について
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付支払資金（退職）3月分の支出について
1,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
17,280

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
19,876

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
1,548

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
1,004

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
108,302

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
5,300

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
1,152

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（無移行デスクマット外６点）の購入経費の支出について
118

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度１月分）
58,948

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度１月分）
2,414,749

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託契約にかかる委託料の支出について（平成２８年度１月分）
168,005

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による還付加算金の支出について（平成29年3月1回目）
2,900

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（３月分１回目･口座払）
74,440

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（３月分１回目･口座払）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険　出産育児一時金の支出について(３月分１回目･口座払)
124,670

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成29年3月1回目）
322,579

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金における交通費の支出について（平成29年２月分）
1,080

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 保険年金における交通費の支出について（平成28年５月分）
240

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（３月分２回目･口座払）
161,044

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（３月分２回目･口座払）
250,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成29年3月2回目）
75,180

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成29年3月分 小口支払基金繰入金の支出について
9,752

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
990
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福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
82

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
39,771

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
28,891

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
280

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　保険年金事業用コピー料金の支出について
8,816

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
376,846

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
105,399

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
1,940

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
31,950

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
12,117

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
8,168

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について
37,682

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査啓発用ポケットティッシュの購入及び同経費の支出について
66,376

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
6,078

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラー用紙　外29点）の購入経費の支出について
25,747

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラー用紙　外29点）の購入経費の支出について
7,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラー用紙　外29点）の購入経費の支出について
9,387

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラー用紙　外29点）の購入経費の支出について
1,300

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（カラー用紙　外29点）の購入経費の支出について
3,870

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（３月分３回目･口座払）
146,130

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険　葬祭費の支出について（３月分３回目･口座払）
100,000

福島区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金の口座振替による歳出還付について（平成29年3月4回目）
127,367

福島区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（１月分）
23,000

福島区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる消耗品（魔法瓶　外４点）の購入経費の支出について
18,748

福島区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる消耗品（インクカートリッジ　外２点）の購入経費の支出について
4,924

福島区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（福島区生涯学習推進員研修「区フェスティバル見学会」）にかかる交通費の支出について（住吉文化フェスティバル）
3,120

福島区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　区災害対策本部用消耗品（インクカートリッジほか5点）にかかる買入経費の支出について
108,464

福島区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（ラベルライター「テプラ」　外6点）の購入経費の支出について
48,114

福島区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（ＵＳＢメモリー　外１点）の購入経費の支出について
6,598

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業（大阪市人権啓発推進員福島区連絡会研修会）にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（活動発表会）にかかる消耗品（すべり止め軍手外６点）の購入経費の支出について
38,556

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
9,504

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（上衣ほか5点）にかかる買入経費の支出について
12,744

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（ヘルメットほか２点）にかかる買入経費の支出について
5,270

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（活動発表会）にかかる消耗品（スタッフジャンパー）の購入経費の支出について
97,200

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（ルーム事業）に係る消耗品（茶筅　外２点）の購入経費の支出について
21,384

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（活動発表会）にかかる消耗品（のぼり）の購入経費の支出について
28,836

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
211

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業にかかる交通費の支出について（２月分）
360

福島区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
1,900

福島区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品（自転車3台）の購入経費の支出について
50,544

福島区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　区内一斉津波避難訓練用消耗品（のぼり旗）にかかる買入経費の支出について
46,980

福島区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 第４３回区民ボウリング大会にかかるレプリカ等の購入経費の支出について
41,529

福島区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発推進員福島区連絡会研修会にかかる交通費の支出について
4,180

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域防災対策事業用　３月２日実施「防災ワークショップ」にかかる講師謝礼金の支出について
21,760

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２９年２月分)
5,430

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（活動発表会）にかかる消耗品（DVD-R　外２点）の購入経費の支出について
5,043
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福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業用「福島区内一斉津波避難訓練」にかかる印刷経費の支出について
45,360

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料
電気自動車からの電力供給による避難所の電源確保のための日産リーフ長期継続リース契約（平成２８年１１月～平成３０年１０月）経費の支出について（平成２９年２月
分） 41,580

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について(平成２９年２月分)
480

福島区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（１０月～３月分）
115,200

福島区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
5,986

福島区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
82

福島区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
666

福島区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
535

福島区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用 携帯型デジタル簡易無線機一式にかかる買入経費の支出について
454,680

福島区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,507

福島区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
328

福島区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
600

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（２月変更分）
28,000

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（此花区フェスティバル見学会）にかかる交通費の支出について（19日分）
3,360

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（２月分）
1,640

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業（此花区生涯学習フェスティバル見学会）にかかる交通費の支出について（１８日分）
2,520

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（２月分）
750

福島区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援）にかかる料金後納郵便の支出について（２月分）
902

福島区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について(29年2月分)
1,529,000

福島区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業（活動発表会）にかかる消耗品（クリアＢＯＸ）の購入経費の支出について
5,103

福島区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（デジタルカメラ　外１点）の購入経費の支出について
36,862

福島区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
211

福島区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
5,000

福島区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業にかかる消耗品「角２封筒」の購入経費の支出について
18,900

福島区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（ヘルメットほか２点）にかかる買入経費の支出について
5,270

福島区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（上衣ほか5点）にかかる買入経費の支出について
12,744

福島区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業にかかる交通費の支出について（３月分）
240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
26,881

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
80,310

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
42,653

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）３月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼２月分の支出について
43,980

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
25,207

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
55,682

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
15,120

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
1,076

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
11,122

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
35,841

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
180,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,433

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,280

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,760

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
181,440
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福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
7,560

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
5,905

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる消耗品購入の支出について
2,700

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品購入の支出について
33,696

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務にかかる消耗品購入経費の支出について
15,568

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる消耗品購入の支出について
42,805

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（１月分）
4,442

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成29年2月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
11,340

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
15,120

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
12,572

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）にかかる事務用消耗品購入経費の支出について
10,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月追加分の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）３月追加分の支出について
20,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　福島区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月支給分）
48,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
133,440

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 住民主体の介護予防活動推進事業用ＤＶＤプレーヤー購入経費の支出について
4,482

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　賠償金 ＢＣＧ制度にかかる損害賠償金の支出について
4,200

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
316,381

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,230

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（1月分）
11,275

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
237,176

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
223,476

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる福祉用具購入費の自己負担金の支出について
5,357

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年2月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ハッピーママ＆プレママ応援計画事業及び母子保健事業及び保健師指導事業用事務用品購入経費の支出について
5,244

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,780

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（１月分）
18,140

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
49,680

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
18,340

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
22,846

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
14,223

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 ハッピーママ＆プレママ応援計画事業及び母子保健事業及び保健師指導事業用事務用品購入経費の支出について
6,728

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 ハッピーママ＆プレママ応援計画事業及び母子保健事業及び保健師指導事業用事務用品購入経費の支出について
178

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金　就学支度資金の支出について
378,750

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,396

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,600

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880
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福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
4,660

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
28,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護にかかる３月定例払い・随時払い（２回目）保護費の支出について
2,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について
390,171

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
2,190

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,064

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
48,103

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,533

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
32,578

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
32,918

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,925

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
483,498

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
227,154

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
75,560

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
3,966

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,166

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
625

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
516

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
7,650

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（１月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
17,640

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
13,972

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,860

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
643

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年2月分　美ママ講座講師料の支出について
8,600

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域の福祉活動サポート事業講演会（平成29年2月25日開催）にかかる講師等謝礼の支出について
35,840

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
26,825

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
529,264

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
25,278

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,755

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
4,920

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる市内出張交通費の支出について
600

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成28年度結核コホート検討会(第3回）参画医師報償金の支出について
11,360

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成29年2月分の支出について
20,760

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２９年２月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
355,570

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用事務用品等購入経費の支出について
28,080

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　区役所庁舎を活用した子育て支援事業（フッピィキッズルーム事業）の業務委託料の支出について（2月分）
225,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について(死亡者分）
4,916

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について
724,750
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福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について
678,500

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償金（第4四半期）の支出について(死亡者分）
4,916

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
106,204

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分）
7,369

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分）
5,144

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年12月分及び平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払・子育て支援事業）
3,492

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分）
2,268

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払・市営交通等）
37,636

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払・市営交通等）
75,476

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,750

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
499,234

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
7,651

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（1月分）
4,320

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
1,640

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
5,838

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
12,418

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（受取人払・市営交通等）
12,610

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分）
7,395

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
78,306

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
328

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
328

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,640

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,908

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,462

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
2,306

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
7,462

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
24,786

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について
227,790

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
152,100

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,900

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,004

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
367,940

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
1,722

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　一部負担金相当額等一部助成費３月支給分の支出について
191,094

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
70,227

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕
20,975

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（２月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
4,793,575

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（２月分）
20,100

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,043,636

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
22,427

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
35,510

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
16,200

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
13,567

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
4,600
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福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（２月分）
9,260

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる長期入院者の診療報酬の支出について（２月）
31,680

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
31,702

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる４月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
200,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
216,576

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
3,608

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
82

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
89,458

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
5,804

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,774

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について
13,929

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　ひとり親家庭医療費療養費３月支給分の支出について
53,230

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 在宅医療・地域連携推進用リーフレット印刷経費の支出について
28,080

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「すこやかキャンペーン」のストレッチ運動啓発にかかる講師料の支出について（平成29年3月7日分）
9,240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
2,624

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　重度障がい者医療費療養費３月支給分の支出について（その２）
83,378

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,620

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
219,468

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
182,349

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,432

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,212

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
440

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成29年3月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,890

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
410

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
1,568

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
82

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
2,298

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
738

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　こども医療費療養費３月支給分の支出について（その３）
72,031

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
4,036

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（平成29年2月分）
17,838

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（３月分）にかかる支出について
1,509,980

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 こども家庭支援員活動費の支出について（第4四半期分）
1,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 こども家庭支援員活動費の支出について（第2四半期分）
1,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 こども家庭支援員活動費の支出について（第3四半期分）
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　平成29年2月分
11,185

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
258,437

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
67,805

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
335,821

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
9,432

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,201

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
1,888

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
820

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
37,429
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福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
4,504

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
164

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　平成29年2月分
706

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,084

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる消耗品購入の支出について
8,013

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる消耗品購入の支出について
67,235

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務及び生活困窮者自立支援事業にかかる消耗品購入の支出について
7,912

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について　平成29年2月分
30,911

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区役所庁舎を活用した子育て支援事業にかかる講師謝礼３月分の支出について
23,220

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域の福祉活動サポート事業用消耗品購入経費の支出について
12,182

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,660

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかるおむつ代の支出について（２月分）
2,400

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（３月分）
3,450

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材代の支出について（２月分）
4,600

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費の支出について（３月分）
6,945

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
21,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,240

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
360

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる移送費の支出について
1,800

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
16,139

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
41,290

福島区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
25,571

此花区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度此花区役所人材育成研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成29年2月8日・2月9日実施分）
89,450

此花区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所南西駐輪場前通路　外部汚水主管詰まり修復作業に係る経費の支出について
46,440

此花区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所１階カードリーダ移設に係るLANケーブル延長及びコンセント新設工事経費の支出について
39,139

此花区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区役所　水質検査業務にかかる委託経費の支出について（区庁舎設備維持用）
44,820

此花区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成29年1月分）
21,697

此花区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴相談用スタッキングチェアほか６点の購入経費の支出について
60,814

此花区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
805

此花区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（平成29年2月分）
835,614

此花区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）電気料金の支出について（平成29年2月分）
5,507

此花区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴相談業務用住宅地図購入にかかる経費の支出について
10,692

此花区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
9,864

此花区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）リソグラフ用消耗品の購入にかかる経費の支出について
34,560

此花区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区役所トイレ床面排水トラップ用化粧蓋の購入にかかる経費の支出について（一般管理用）
25,920

此花区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
211,332

此花区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
957

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）平成29年2月分　コピー代金の支出について（請求書6通）
111,029

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（平成29年3月分）
306,228

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度此花区区民アンケート調査業務にかかる業務委託契約経費の支出について
375,840

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
397,140

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式借入（長期契約）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
123,661

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
51,342

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
4,752
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此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
4,752

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
3,780

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査用　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
520

此花区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親サポーター事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
2,028

此花区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用　カラ―プリンター保守業務の委託経費の支出について（平成29年2月分）
4,428

此花区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年2月分　此花区役所及び此花図書館　一般廃棄物処分業務委託料の支出について（区庁舎設備維持用及び図書館事業用）
2,313

此花区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （一般管理用）此花区役所窓口案内業務従事者派遣経費の支出について（平成29年2月分）
158,220

此花区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所　産業廃棄物処分業務委託料の支出について（平成29年2月分）
5,491

此花区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総合調整担当用タブレット使用料（平成２９年２月分）の支出について
7,780

此花区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成29年2月分　此花区役所及び此花図書館　一般廃棄物処分業務委託料の支出について（区庁舎設備維持用及び図書館事業用）
181

此花区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課一般管理用・統計調査事務用）の支出について（平成29年2月分）
1,051

此花区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（総務課一般管理用・統計調査事務用）の支出について（平成29年2月分）
492

此花区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用）の支出について（平成29年2月分）
1,098

此花区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用、選挙常時啓発用）の支出について（平成29年2月分）
4,100

此花区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度此花区役所人材育成研修にかかる講師謝礼金の支出について（平成29年2月22日実施分）
35,320

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 公務災害にかかる療養補償費の支出について（平成28年11月～平成29年２月分）
1,335,406

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
30,982

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）事務用机外２点の購入経費の支出について
118,584

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 （区庁舎設備維持用）此花区役所１階住民情報担当事務室及び書庫にかかる照明取替工事経費の支出について
156,600

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（平成29年2月分）の支出について
1,010

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成29年3月分　払込書１通
3,814

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（平成29年2月分）【料金受取人払い】の支出について
719

此花区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金の支出について　平成29年3月分　払込書１通
16,202

此花区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（12月23日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「エンターテイメントクラブ」報償金の支出について（平成29年1月26日実施分）
9,020

此花区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる高見小学校「言語表現教育実践講座」報償金の支出について（2月15日実施）
18,180

此花区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「かけっこ教室」報償金の支出について（2月17日分）
53,480

此花区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」企画編集業務にかかる経費の支出について（平成29年２月号）
143,640

此花区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（2月10日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（2月17日実施分）
10,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（2月23日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営経費にかかる平成２８年度此花区民ホール管理運営業務代行料の支出について（第3四半期分）
6,222,005

此花区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大阪市人権啓発推進員此花区連絡会研修会にかかる講師謝礼金の支出について（2月13日、2月20日実施）
35,140

此花区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（1月22日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区安全確保事業にかかる消耗品の購入経費の支出について（ラベルシート）
1,728

此花区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（2月25日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月　６３～６６）
511

此花区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（２月　６３～６６）
8,077

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 此花区生涯学習フェスティバルにかかる報償金経費の支出について（2/18、2/19実施）
20,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広報紙発行事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
64,617

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区広報紙発行事業等にかかる消耗品購入経費の支出について
42,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区広報紙事業用　ＤＭ便利用料の支出について（平成29年2月分）
4,428

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」企画編集業務にかかる経費の支出について（平成29年３月号）
121,478

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」企画編集業務にかかる経費の支出について（平成29年３月号）
394,978

此花区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員報酬経費の支出について（下半期分）
96,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区安全確保事業にかかる委託費の支出について（JR・阪神西九条駅周辺地域放置自転車対策事業2月分）
87,340

此花区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用等にかかる物品の購入経費の支出について（スチール書庫外１点）
76,572
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此花区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用等にかかる物品の購入経費の支出について（スチール書庫外１点）
42,012

此花区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ＭＫＢプロジェクト事業　けん玉指導者養成講座にかかる報償金の支出について（平成29年２月24日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる「図書から学ぶ人間力養成講座」報償金の支出について（2月27日、28日実施分）
17,200

此花区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 このはなガイドマップ作成にかかる経費の支出について（平成28年度その他の情報発信事業用）
399,600

此花区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務にかかる経費の支出について（平成29年３月号分）
187,434

此花区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 此花区広報紙「広報このはな」印刷業務にかかる経費の支出について（平成29年３月号分）
83,765

此花区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる備品（ソーラー充電器ほか１点）の購入経費の支出について
116,640

此花区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 此花区防災力強化事業にかかる備品（ソーラー充電器ほか１点）の購入経費の支出について
233,280

此花区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月　６７～７０）
10,886

此花区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月　６７～７０）
5,323

此花区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（３月　６７～７０）
750

此花区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度此花区広報紙企画編集業務委託先選定にかかる委員報償金の支出について
48,224

此花区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙等の有効活用による情報発信事業にかかる広報紙製本費用の支出について
31,536

此花区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる英語教育実践講座報償金の支出について（2月6･8･13･15･16･17･20･22日実施分）
144,000

此花区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（２月分）
258,400

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「子どもたちの未来のために！！」事業にかかる春日出中学校「国際理解講座」報償金の支出について（2/22実施分）
138,500

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 此花区防災力強化事業にかかる消耗品（アルカリ乾電池）の購入経費の支出について
18,014

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,268

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（平成29年2月分）
4,716

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,018

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
82

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
3,864

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,038

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成29年３月号）
59,427

此花区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 此花区広報紙「広報このはな」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成29年３月号）
281,045

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成29年3月分）
50,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金及び葬祭費の前渡資金の支出について（平成29年3月分）
1,260,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　３月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等に係る還付金　３月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
28,148

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用消耗品（ＰＣＣカラー用紙）の購入経費の支出について
3,321

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年２月支給決定分　３回目）
279,865

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
7,762

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （ライフイベント記念事業用）ベビースタイの購入にかかる経費の支出について
207,360

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
54,999

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書（個別発送分）の発送にかかる料金後納郵便料金（２月分）の支出について
984

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
350,422

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２９年３月処理分）
550,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２９年３月処理分）
110,042

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
37,852

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
3,874

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,936

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（２月分）
360

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金（２月分）の支出について
3,874

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業等にかかる市内出張交通旅費の支出について（２月分）
854

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
9,688

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
86,854
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此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分保険担当返信用）の支出について
9,136

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
460,577

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分管理担当返信用）の支出について
40,161

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分保険担当返信用）の支出について
17,733

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる保険者間調整における療養費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
7,810

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
69,146

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（２月分）の支出について
42,956

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２８年度人口動態調査用事務用品（書籍）の購入にかかる経費の支出について
6,480

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２９年３月処理分２回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　　（平成２９年２月分）
373,365

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　　（平成２９年１月分）
50,009

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　　（平成２９年２月分）
2,320,105

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　　（平成２９年１月分）
2,320,105

此花区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 （一般管理用）事務用デスク購入経費の支出について
16,686

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
7,750

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について　　　　　　　　（平成29年2月3日分）
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成29年3月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成29年3月分）
50,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（平成29年3月分）
50,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
36,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
6,040

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　此花区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
27,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
735,795

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
15,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
269,249

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
60,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
12,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,500

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
10,474

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
2,035

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
56,981

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
162,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
236,735

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
9,612

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
13,078

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
115,663

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
29,320

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
24,590

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
238,660

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
897,744

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成２９年１月分）
9,657

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
41,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
519,022

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３ヶ月児健診にかかる報償金（２月分）の支出について
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度大阪市重度心身障がい者住宅改修費給付事業にかかる支出について
171,340

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
194,327
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此花区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座にかかる（お口のケアで健康づくり講座）講師報償金の支出について　　　　（平成２９年２月１４日分）
5,080

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
54,050

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
159,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
39,318

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人取扱にかかる委託料の支出について
154,729

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（点字用テプラカートリッジ外１点）の支出について
9,223

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）２回目
500

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
288,327

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
52,737

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
53,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
96,395

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
69,178

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
11,611

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
15,650

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
1,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
17,870

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,240

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
83,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
3,610

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
462,640

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ平成２９年２月分）
24,890

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（点字用テプラカートリッジ外１点）の支出について
463

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（平成29年2月分）
100,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（平成29年4月～9月分）
486,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）２回目
3,576

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
107,930

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 虐待対応にかかるタクシー代立替払の支出について
10,040

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て親子よっといで事業にかかる乳幼児用玩具購入経費の支出について
13,478

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
800

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
510

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,277

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
664

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成28年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
47,098

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
74,180

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6か月児健診にかかる報償金（２月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座「お口のケアで健康づくり」にかかる講師報償金の支出について　（平成２９年２月２２日分）
9,580

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
10,300

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
154,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
12,348

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
57,240

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
310,974

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
28,064

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
1,780
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此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
170,132

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
6,860

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２９年２月１日支払帳票作成分）の口座振替不能による再支出について
34,450

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,422

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
249,948

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度　社会保障生計調査用報償金の支出について（平成２９年２月分）
6,800

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
5,080

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
492

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,464

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,133

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,955

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成28年度　介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
19,440

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
115,837

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
92,644

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料２月分の支出について
206,704

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
20,520

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
10,888

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
4,201

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
2,624

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
15,901

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
16,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
14,378

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室事業にかかる報償金（２月分）の支出について
31,190

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金（２月分）の支出について
80,970

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
23,904

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健業務にかかる消耗品（テープのり外３１点）の購入経費の支出について
11,072

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 保健福祉センター事業にかかる大型シュレッダー購入経費の支出について
250,560

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 健康促進事業「このはないきいき長生きプラン」にかかる機械器具等（ビルトインコンロ外１点）購入経費の支出について
291,546

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
134

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費（平成２９年３月２日支払帳票作成分）の支出について
699,241

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
30,517

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費（平成２９年３月２日支払帳票作成分）の支出について
259,623

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（トナーカートリッジ）の支出について
14,202

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
15,080

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
9,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
4,000,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
872,637

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
150,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
11,940

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分（１回目）資金前渡金の支出について
400,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
164

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
386
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此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
492

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 社会復帰相談指導事業にかかる本購入経費の支出について
7,181

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
7,856

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
328

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費（平成２９年３月２日支払帳票作成分）の支出について
609,001

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費（平成２９年３月２日支払帳票作成分）の支出について
58,482

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
8,690

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見申立てにかかる診断書料の支出について
3,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（２月分）の支出について
7,780

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
152,950

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
5,180

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
6,890

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
203,040

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
10,750

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
28,924

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
20,458

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
18,400

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
11,556

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
20,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
9,100

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
32,120

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
35,800

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
234,670

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（平成29年3月分）
1,436,480

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（平成２９年２月分）
8,656

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
914,041

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
9,659

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
867,791

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
6,100

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康促進事業「このはないきいき長生きプラン」にかかる血圧計プリンタ用紙の購入経費の支出について
28,512

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
73,440

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
1,762

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
1,700

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
25,830

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健福祉センター事業用経費にかかる公用車の車検整備費の支出について
24,600

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
1,148

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
110,808

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,520

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
666

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
62,788

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
8,218

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
420

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
4,310
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此花区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,660

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
31,095

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
2,305

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
387

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,090

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
324

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）窓口用品購入経費の支出について（順番待ち発券機用ロール紙）
7,746

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
8,493

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
14,393

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
500

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,390

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）返信用　後納郵便料の支出について
148,219

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,814

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
62,820

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
9,842

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,825

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
150,114

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
267,230

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について
311,144

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について（代理受領方式）
54,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
9,469

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
6,200

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
50,501

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費の支出について
270,000

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
740

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
4,622

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,770

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,680

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）返信用　後納郵便料の支出について
30,358

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
21,725

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
8,154

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）窓口用品購入経費の支出について（順番待ち発券機用ロール紙）
2,732

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
13,659

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
17,968

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
1,124

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
12,698

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,016

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）窓口用品購入経費の支出について（順番待ち発券機用ロール紙）
214

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
2,186

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
6,132

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
17,682

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
6,652

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
328
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此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
10,140

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
57,986

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉・介護保険）事務用品購入経費（電池外４７点）の支出について
18,144

此花区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,576

中央区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
2,284,190

中央区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
153,018

中央区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（１月分）
53,556

中央区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（１月分）
19,443

中央区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
3,780

中央区役所 総務課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（１月分）
77,154

中央区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所　区役所３階コンセント改修工事の経費の支出について
81,000

中央区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度中央区総合庁舎にかかる産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（１月分）
133,083

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業者選定委員会にかかる外部委員報償金の支払いについて【中央区コミュニティ育成事業】（平成29年3月6日開催分）
9,640

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
1,650

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
29,700

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
6,384

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１０月分）
1,160

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
572

中央区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（２月分）
200

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
11,664

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
5,670

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
2,916

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
570

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
82

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
520

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
5,888

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３４～３６、１１６、２１９、３０９、４２５、４２７）
2,400

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
183,845

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等長期借入経費の支出について（２月分）
22,680

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
297,068

中央区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入経費の支出について（２月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 中央区災害対策用職員住宅什器借入業務経費の支出について（２月分）
14,302

中央区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成29年2月分）
4,650

中央区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴・情報発信関係事業用郵送経費の支出について（受取人払い郵便料金２月分）
43,747

中央区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成29年2月分）
108,492

中央区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報ちゅうおう等の郵送経費（後納郵便料金）の支出について（平成29年2月分）
410

中央区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 中央区広報紙「広報ちゅうおう」企画編集及び印刷業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）経費の支出について（３月号）
725,541

中央区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
5,757

中央区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区広報紙「広報ちゅうおう」の全戸配布業務委託（概算契約）（平成28年4月号～平成29年3月号）経費の支出について（２月号）
757,491

中央区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入経費の支出について（１月分）
9,504

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 中央区役所外灯塗装工事の経費の支出について
270,000

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
104,077

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度中央区総合庁舎雑排水槽清掃にかかる産業廃棄物処理業務（概算契約）の経費の支出について（２回目）
9,979

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計業務にかかる郵便料金の支出について（２月分）【差出後納払（経済センサス・工業統計調査）】
205

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計業務にかかる郵便料金の支出について（２月分）【差出後納払（経済センサス・工業統計調査）】
644

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
9,334

中央区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（２月分）
3,266
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中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
38,286

中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
78,889

中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
2,095

中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
4,317

中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
1,511

中央区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（２月分）
733

中央区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　人材育成を通じた窓口サービス向上事業「中央区役所語学研修」業務委託経費の支出について
395,040

中央区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１１月分）
390

中央区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１１月分）
28,304

中央区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第３回中央区区政会議会議録作成経費の支出について
28,080

中央区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区内公共施設設置防犯カメラ保守点検管理業務委託経費の支出について（２月分）
118,800

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 中央区災害対策職員住宅電話使用料の支出について（平成29年2月分）
3,036

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
360

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（１２月分）
20,580

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（２月分）
77,798

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
18,082

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
2,267,289

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用料金後納郵便の支出について（2月分）
2,070

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用料金後納郵便の支出について（2月分）
102,471

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
320,732

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（２月分）
2,067

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成２８年３月１日～平成３１年２月２８日）経費の支出について（２月分）
345,600

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（２月分）
5,702

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度中央区総合庁舎にかかる産業廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（２月分）
11,158

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度区役所庁舎に係る電柱共架料の支出について
11,232

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用料金後納郵便料金の支出について（差出払２月分）
246

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用料金後納郵便料金の支出について（差出払２月分）
3,690

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
156,006

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
28,765

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（２月分）
54,602

中央区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（２月分）
10,067

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（２月第３回支給決定分）
89,539

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第１回支給決定分）
150,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分国民健康保険出産一時金及び葬祭費の支出について
450,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（一般・３月分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（マル退・３月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（２月第４回支給決定分）
150,173

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第２回支給決定分）
79,580

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分４回目
121,656

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出退職）の支出について　２月分１回目
2,457

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分３回目
1,900

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（1月分）
137,737

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 住民情報業務等にかかる大阪市中央区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（1月分）
3,340,511

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金・後期高齢　事務用ドラム／トナーカートリッジ購入の支出について
203,904

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（２月第５回支給決定分）
107,969

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第３回支給決定分）
420,000
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中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　２月分５回目
17,530

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 人口動態調査事務用書籍の購入経費の支出について
14,148

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分１回目
1,100

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分１回目
44,492

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分２回目
63,411

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（２月第６回支給決定分）
135,150

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（２月第７回支給決定分）
129,888

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（２月第２回支給決定分）
200,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（２月第４回支給決定分）
94,900

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分３回目
89,968

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保（管理）事務用市内出張交通費の支出について（２９年２月分）
522

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分５回目
1,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（３月第１回支給決定分）
83,309

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（３月第１回支給決定分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分５回目
89,571

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分・東局）
516,901

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分・東局）
52,601

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について（２月分・南局）
348,304

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分３回目
1,100

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（３月第２回支給決定分）
25,632

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産一時金の支出について（３月第１回支給決定分）
404,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（３月第３回支給決定分）
178,757

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分６回目
10,926

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　事務用品（油性ボールペン　外４０点）購入の支出について
75,590

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
17,651

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用　事務用品（油性ボールペン　外４０点）購入の支出について
2,894

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号５０２）
17,400

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分５回目
1,700

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分６回目
261,118

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（３月第４回支給決定分）
40,596

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（３月第２回支給決定分）
50,000

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分７回目
2,670

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成29年2月分）
19,418

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（平成29年2月分）
1,076

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
10,404

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
64,419

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
108,736

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（２月分）
44,130

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分９回目
8,880

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般）の支出について　３月分８回目
8,200

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
64,398

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：２月分）
37,208

中央区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢者医療事務用後納郵便料金の支出について（２月分：南局）
7,659

中央区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平成28年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」におけるシュレッダー購入経費の支出について
322,920

中央区役所 市民協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度古典芸能・芸術を通じた船場地区活性化事業業務委託料の支出について
3,608,000

中央区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業「ＤＯ!プラン」自着シール式警告エフの作成経費の支出について
351,864

中央区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に係る講師謝礼金の支出について（平成29年１月実施・大阪市立銅座幼稚園）
8,600
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中央区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（後期）
124,800

中央区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度　中央区ＰＴＡ地域教育活動研修「かけっこ教室」開催に係る講師謝礼金の支出について
20,800

中央区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度 啓発指導員による放置自転車対策業務委託料の支出について（２月分）
912,600

中央区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度 放置自転車規制警備業務委託料の支出について（２月分）
478,530

中央区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
164

中央区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,132

中央区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度「中央区の歴史と文化を活かした生涯学習事業」にかかる業務委託経費の支出について
2,939,760

中央区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳書決議番号３１０）
1,950

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　外国籍児童生徒サポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支払いについて（２月分）
205,400

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償費の支払いについて（２月分）
172,580

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業にかかる着ぐるみ用タスキの購入経費の支出について
25,272

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　市民協働で環境浄化に取り組む「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」におけるカタログケース外３０点購入経費の支出について
317,565

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る防犯啓発用アンプ及びマイク３本の購入経費の支出について
100,224

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る中央区マスコットキャラクター「ゆめまるくん」クリーング業務経費の支出について
72,000

中央区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 ミナミの繁華街を中心とした地域安全対策事業に係る防犯啓発用アンプ及びマイク３本の購入経費の支出について
145,800

中央区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
21,647

中央区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
2,804

中央区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
12,409

中央区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（２月分）
49

中央区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
328

中央区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
2,602

中央区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯関係事業にかかる地域安全防犯業務用携帯電話利用料の支出について（２月分）
1,637

中央区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（２月分）
492

中央区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度学校選択制繰上通知書（新中学校１年生）の発送に係る料金後納郵便料金の支出について（東郵便局・２月分）
656

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成28年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所者の面接における出張旅費の支出について
15,600

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成28年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成28年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（３月分）【追加分】
20,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
75,550

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
84,937

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　中央区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
114,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　中央区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
16,100

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
16,100

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
168,424

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
151,478

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
149,370

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
41,966

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
57,440

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
21,650

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
72,300

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用文房具等の購入経費の支出について
93,970

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（１月分）
2,404

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（１月分）
1,202

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
4,000
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中央区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域福祉見守り活動事業の実施経費の支出について（平成２８年度１月分）
1,315,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,450

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
15,450

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（住宅改修費）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
89,843

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
26,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助　（文書料）の支出について
41,680

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
31,440

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
198,658

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
17,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
16,716

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,168

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
130,750

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
740

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具購入）の支出について
2,154

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
3,400

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係る子育て講座講師謝礼の支出について
20,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
970

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
3,455

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
3,648

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
121,896

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
35,847

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
216

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
750

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
216

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
4,916

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（2月分）決議番号50～56
432

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
87,171

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
24,358

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
10,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
19,950

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
36,030

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
70,050

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
35,600

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
17,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
427,126

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業の講師謝礼の支出について（２月分）
9,440

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業用歯ブラシ外３点の購入経費の支出について
8,402

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「安心して子どもを産み育てることができる街づくり事業」に係るコンサート（南船場地域）公演料の支出について
46,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
53,267

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
178,200

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（断酒会交通費）の支出について
2,160

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
88,921
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中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
5,630

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
31,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助　（文書料）の支出について
20,720

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,780

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
30,934

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助　（文書料）の支出について
32,740

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
274,659

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
48,669

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
97,464

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
5,680

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
15,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２９年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
8,500,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
4,540

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２９年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
300,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
2,742

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
17,700

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
61,500

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
64,640

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
13,627

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
32,320

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２９年４月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
2,000,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４２６・４２８）
3,440

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
99,560

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 中央区在宅医療・介護ネットワーク事業研修会にかかる講師謝礼の支出について（平成29年3月4日開催分・第１部）
5,200

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 中央区在宅医療・介護ネットワーク事業研修会にかかる講師謝礼の支出について（平成29年3月4日開催分・第２部）
2,900

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４２６・４２８）
2,620

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・内訳決議番号４２６・４２８）
3,400

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支払いについて（個人口座振込分）
949,875

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
11,772

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
61,426

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
148,198

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
43,760

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
51,500

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
34,480

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
43,976

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
44,220

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
18,227

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助（学校給食費・教材代）の支出について
33,998

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
22,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期分）の支払いについて（個人口座振込分）
892,375

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成28年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（３月分）
925,020

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（３月支払分）
543,360

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額等一部助成費）の支出について（３月支払分）
501,768

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
21,027

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（３月支払分）
625,188

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（３月支払分）
18,981

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室にかかる報償金の支出について（平成29年3月分）
11,160
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中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
62,880

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3歳児健診にかかる報償金の支出について（平成29年3月分）
80,970

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（３月支払分）
154,727

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（平成29年3月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
500

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
494

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業にかかる啓発物品の購入経費の支出について
45,360

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,100

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
10,900

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助　（文書料・検診料）の支出について
46,850

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（治療材料費）の支出について
15,091

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
8,400

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
22,846

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,300

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
600

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
800

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
150

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（２月分）
900

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用台所用合成洗剤外２２点の購入経費の支出について
5,107

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号57～60
3,540

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
4,916

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,206

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局受取人払分）
27,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局受取人払分）
53,000

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
16,342

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
101

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,404

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
884

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,236

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
19,979

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
10,480

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
18,864

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
106,747

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
143,932
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中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,166

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
4,676

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,804

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,072

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
203,247

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 地方自治法施行令第１５９条歳出戻入金の還付について
53,550

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
82

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
472

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
246

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（平成29年3月分）
49,780

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用台所用合成洗剤外２２点の購入経費の支出について
13,455

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施用台所用合成洗剤外２２点の購入経費の支出について
16,012

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
21,055

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局受取人払分）
22,442

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,656

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
4,314

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
195,864

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
444

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
2,452

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
1,558

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
904

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・南局分）
16,368

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
38,291

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
16,102

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
7,790

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
1,476

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,074

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 1歳6ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成29年3月分）
105,860

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成28年度小口支払基金繰り入れ金の支出について（3月分）決議番号57～60
15,057

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成28年度各種保健事業実施用後納郵便料の支払について（2月分）
19,038

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
3,110

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（２月分）
2,720

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（２月分）
12,979

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
37,238

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金の支出について（２月分）
1,360

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
6,690

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業実施用台所用合成洗剤外２２点の購入経費の支出について
3,456

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 中央区在宅医療・介護ネットワーク事業用在宅あんしんマップの作成経費の支出について
159,840

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
246

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（２月分・東局分）
400

中央区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
736

西区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成29年2月分）
1,190,116

西区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（平成29年1月分）
2,554

西区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「子どもの心を育む大人の役割について」にかかる講師謝礼金等の支出について
17,200

西区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 西船場小学校の教育環境改善計画案説明会における手話通訳業務経費の支出について（契約変更後）
28,500

西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
9,864

西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
4,428
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西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
134,475

西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（平成29年2月分）
12,204

西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
246,350

西区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
2,028

西区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（平成29年2月分）
417,262

西区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴サービス提供業務の経費の支出について（平成29年2月分）
1,620

西区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成29年工業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
720

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
772

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
8,440

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
738

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
7,405

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
8,023

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
246

西区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
3,936

西区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用蛍光灯【１】ほか９点買入経費の支出について
198,109

西区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用ダブルクリップ（小）ほか１９点買入経費の支出について
219,574

西区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用蛍光灯【１】ほか９点買入経費の支出について
135,648

西区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務システムプリンター用トナーカートリッジ他１点買入経費の支出について
80,460

西区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅賃貸契約料（西区長分）の支出について（３月分）
180,000

西区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（平成29年2月分）
183,193

西区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市西区総合庁舎衛生害虫生息状況調査・駆除業務委託経費の支出について
43,200

西区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区生涯学習ルーム事業・地域連携支援講座にかかる講師謝礼金の支出について（2月分）
48,250

西区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用西区役所５階会議室外５か所電気設備修繕にかかる経費の支出について
178,200

西区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市西区総合庁舎受水槽外４槽清掃等業務委託の経費の支出について
324,000

西区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度ユニバーサルサービスに重点を置いた区民サービスの向上研修にかかる業務委託料の支出について
518,400

西区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（平成28年11月～平成29年2月分）
4,920

西区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（平成29年3月分）
1,129,095

西区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各課事務用ひかり電話並びにフレッツ光使用料の支出について（平成29年3月分）
16,202

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（３月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（３月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
225,753

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 マイナンバー個人番号カード交付事務用ロッカー外３点の借入経費の支出について
37,044

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 西区役所窓口サービス課（保険年金）業務用市内出張交通費（９～１月分）の支出について
2,880

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 西区役所窓口サービス課（保険年金）業務用市内出張交通費（４～１月分）の支出について
2,880

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支払いについて
5,400

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険の還付金の支払いについて
295,089

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
2,297

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費一般分の支給について
8,176

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて
1,500

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事務用保険者間調整に伴う療養費等の支出について（２月決定分）
945

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
3,533,511

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支給について
300,000

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支払いについて
18,964

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支給について
51,709

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成29年2月分）の支出について
13,904

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（平成29年2月分）の支出について
1,865
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西区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（平成29年2月分）の支出について
90,961

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機、コピー料金（２月分）の支出について
20,145

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成29年2月分郵送料（発送用）の支出について
3,864

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
43,512

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成29年2月分郵送料（発送用）の支出について
56,252

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成29年2月分郵送料（発送用）の支出について
66,033

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
656,662

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成29年2月分郵送料（収受用）の支出について
66,331

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書収受用）の支出について
53,682

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）平成29年2月分郵送料（発送用）の支出について
210,926

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）２月分郵送料（文書発送用）の支出について
15,416

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍広域証明書発行用ＦＡＸ回線使用料の支出について（平成29年2月分）【3月請求分】
3,814

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金事業用トナーカートリッジ外４点の購入経費支出について
32,212

西区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険・国民年金事業用トナーカートリッジ外４点の購入経費支出について
255,305

西区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 防犯対策事業用平成２８年度落書き消去活動報告書外１点の印刷経費の支出について
52,164

西区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き消去活動用消去溶剤買入経費の支出について
32,184

西区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,024

西区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
500

西区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
91,200

西区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動推進事業用出前講座関連物品、市民協働型自転車利用適正化事業用啓発活動関連物品購入の経費の支出について
9,352

西区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動推進事業用出前講座関連物品、市民協働型自転車利用適正化事業用啓発活動関連物品購入の経費の支出について
28,296

西区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員による駐輪対策事業にかかる業務委託料の支出について（平成２９年２月分）
60,028

西区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「西区コミュニティ育成事業」公募型プロポーザル選定委員会委員報償金の支払について
35,300

西区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支払いについて（２月分）
5,880

西区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用大阪市立西区民センター各階トイレ水栓修繕工事経費の支出について
288,360

西区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵送料の支出について（2月分）
1,598

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
22,510

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・バス・電車）の支出について
44,540

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品事業資金（特別保育）の支出について（平成29年3月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２９年２月決定分②）
222,792

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（平成29年3月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（追加配布）
40,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
1,782

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
920

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
4,420

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
780

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
240

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
229,679

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
293,066

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
360

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
792

西区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課各種職員研修等出張交通費の支出について（平成２８年１０月分～平成２９年１月分）
480

西区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 マンションコミュニティづくりにおける子育てサークル「にっしー広場」会場使用料の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（窓口支給分）の支出について　（２９年３月分）
87,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
72,250

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,381



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,691

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
176,378

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業支給金の支出について　Ｈ２８年度③　＜代理受領方式＞
270,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
93,190

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
36,824

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
53,272

西区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
403,444

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２９年２月助成分②）
573,087

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
430,241

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支出について（平成２９年２月助成分②）
434,499

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
35,361

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・電車）の支出について
89,800

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
33,300

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
8,640

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
213,970

西区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
17,319

西区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内等出張交通費（12.1月分）の支出について
7,456

西区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（１月分）
864

西区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務に係るポリバック（ゴミ袋）外１７点の購入経費の支出について
45,878

西区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２９年２月決定分③）
151,810

西区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 在宅医療・介護連携事業にかかる市内等出張交通費（10.12.1月分）の支出について
3,800

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
420

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,200

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,600

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
216

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,024

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
4,147

西区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,344

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
1,164

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,978

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
6,523

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
5,887

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
52,098

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
4,428

西区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業ほか５事業用軍手ほか２７点購入経費の支出について
3,861

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 大阪市地域福祉活動推進事業における普及啓発用、児童虐待防止啓発リーフレット及び子育て支援情報マップ(携帯版）の作成経費の支出について
117,396

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,932

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
56,592

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつの支出について
21,101

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
32,400

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護福祉用具購入費の支出について
4,190

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
34,490

西区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
27,040

西区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成２８年度各種保健事業用白衣等洗濯委託料（１月分）の支出について
4,428

西区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
13,750
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西区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
13,750

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度西区役所スクールソーシャルワーカーにかかる報償金の支出について（２月分）
257,940

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
306,918

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（運搬費）の支出について
59,400

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財保管料の支出について
13,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ（入院用）の支出について
26,940

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
301,085

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
7,560

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー）の支出について
24,150

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助（葬祭券分）の支出について
218,290

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 結核コホート検討会出席にかかる医師報償金の支出について（２月２１日実施分）
14,160

西区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について（平成２９年３月決定分）
46,189

西区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２９年３月決定分）
237,748

西区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（平成29年3月分）
1,845,200

西区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月２４日実施分）
74,670

西区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
37,822

西区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務料金受取人払後納郵便料（２月分）の支出について
14,387

西区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（２月分）の支出について
7,586

西区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 大阪市地域福祉活動推進事業用スクエアポケットティッシュ外１点買入経費の支出について
79,380

西区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用リーフレット（壮年期・高齢者）作成経費の支出について
19,440

西区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 地域健康情報発信事業用リーフレット（壮年期・高齢者）作成経費の支出について
45,360

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,870

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
5,084

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
1,020,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 大阪市地域福祉活動推進事業における普及啓発用くるみ巻きメモ他２点の購入経費の支出について
263,520

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
700

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
11,380

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
45,881

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,476

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,404

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,694

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,572

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
338

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
45,881

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,422

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,768

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
615,734

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,407

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,600

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
309,816

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
256,620

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
9,822

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,808

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,534

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
191,715
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西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について
5,150

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
47,584

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による４月分（１回目）生活保護費の支出について
8,500,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（居宅用）の支出について
10,450

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による４月分（１回目）生活保護費の支出について
5,200,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による４月分（１回目）生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（２月分）の支出について
63,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護住宅改修費の支出について
4,104

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法によるその他医療扶助費の支出について
89,490

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による４月分（１回目）生活保護費の支出について
10,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による４月分（１回目）生活保護費の支出について
700,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金受取人払（２月分）の支出について
45,978

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
736

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第4四半期）の支出について
958,750

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
89,529

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
11,228

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
24,221

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費３月支給分（区執行分）の支出について（未支払請求）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,960

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,168

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
820

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
400

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
738

西区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（タクシー・電車・バス）の支出について
39,140

西区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
436,540

西区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（２月分）
1,917

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課子育て支援情報紙「てをつなごう」の作成経費の支出について
185,760

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
2,542

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
21,600

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（入院用）の支出について
35,922

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
18,444

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
21,770

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
410

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
82

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
1,066

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
15,282

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
3,347

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
1,678

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支給について（平成２９年２月決定分③）
123,309

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費３月支給分（区執行分）の支出について（未支払請求）
10,000

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
22,688

西区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）
27,047

西区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
225,866

西区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金医療助成費の支出について（平成２９年３月助成分①）
76,157

西区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成28年度大阪市西区在宅医療・介護連携推進会議「研修会」（3月4日）の報償金の支出について
45,260
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西区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務に係る市内出張交通費の支出について（２月分）
1,324

西区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成２９年３月助成分①）
515,153

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成28年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成29年2月号）
73,774

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西区文化芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり会議」にかかる委員報償金の支出について
66,490

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「ものづくり企業活性化事業」にかかるチラシの印刷経費の支出について
9,190

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 広報事業用西区広報紙企画編集業務企画提案審査委員会にかかる委員報償金の支出について
59,820

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用平成28年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成29年3月号）
330,670

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,128

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力創造課事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
10,860

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用平成28年度西区広報紙折込業務にかかる経費の支出について（平成29年3月号）
341,521

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成28年度西区広報紙企画編集業務にかかる支出について（平成29年3月号）
387,720

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報事業用及び区政会議用トナーカートリッジ外21点の購入経費の支出について
83,704

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報事業用及び区政会議用トナーカートリッジ外21点の購入経費の支出について
61,364

西区役所 まち魅力創造課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用平成28年度新聞未購読世帯への西区広報紙配布業務にかかる経費の支出について（平成29年3月号）
74,228

港区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
344,219

港区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
42,107

港区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
22,484

港区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成29年１月分）
44,481

港区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　ラテラル外１点の購入経費の支出について
4,320

港区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報担当事務用　ラテラル外１点の購入経費の支出について
66,960

港区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,880

港区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,440

港区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年2月分）
422,693

港区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年2月分）
51,707

港区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年2月分）
27,610

港区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（平成29年3月号）
413,000

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（2月分）
9,864

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（2月分）
25,500

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（2月分）
31,800

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（2月分）
97,600

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（2月分）
68,575

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（2月分）
46,200

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（2月号）
108,800

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（2月分）
314,635

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器長期借入にかかる賃借料の支出について（2月分）
3,932

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所用ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃借料の支出について（2月分）
3,240

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（2月分）
159,865

港区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる賃借料の支出について（2月分）
11,831

港区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　モノクロ複合機用ステープル針の購入経費の支出について
10,368

港区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用パーテーションパネルエンドカバー外２点の購入経費の支出について
102,189

港区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 庁舎維持管理用　港区役所2階及び3階照明改修（LED化）経費の支出について
829,440

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成29年2月分）
1,022,246

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
344,219

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度宿直員用寝具の借入経費の支出について（2月分）
9,720

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成29年2月分）
125,049

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
42,107

港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（平成29年2月分）
66,773
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港区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
22,484

港区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成29年2月分）
83,160

港区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成29年2月分）
9,053

港区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成29年2月分）
1,107

港区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（平成29年2月分）
591

港区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用消耗品の購入経費の支出について
2,185

港区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用消耗品の購入経費の支出について
8,402

港区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用消耗品の購入経費の支出について
22,508

港区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用消耗品の購入経費の支出について
189,951

港区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用消耗品の購入経費の支出について
6,901

港区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 港区の広報紙(平成29年3月号)概算印刷にかかる経費の支出について
363,623

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用庁内プリンタ用トナーカートリッジ外４点の購入経費の支出について
50,544

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用庁内プリンタ用トナーカートリッジ外４点の購入経費の支出について
177,552

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（平成29年2月分）
197,302

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　１階窓口サービス課用カウンター外２点の購入経費の支出について
92,158

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務委託にかかる支出について（平成29年2月分）
359,100

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（2月分）
4,607

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　１階窓口サービス課用カウンター外２点の購入経費の支出について
127,224

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（2月分）
563

港区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（2月分）
300

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成29年2月分）
228,368

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（2月分）
2,830

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（2月分）
61,060

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（2月分）
3,210

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）(2月分）
53,940

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成29年2月分）
30,579

港区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（平成29年2月分）
16,328

港区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成29年2月分）
259,080

港区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（2月分）
42,840

港区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成29年2月分）
31,692

港区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（平成29年2月分）
16,923

港区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度 港区広報紙編集等業務委託先選定会議委員に対する謝礼金の支出について
34,586

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度 港区広報紙編集等業務委託先選定会議委員に対する謝礼金の支出について
16,733

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
47,013

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年3月分）
384,167

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（一般分）の支出について（平成29年3月分）
2,702

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（市民局証明書発行システム）の支出について（平成29年3月分）
3,814

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料（NTTコム）の支出について（平成29年3月分）
1,227

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 港区役所庁内案内用タブレット端末の通信料の支出について（平成２９年３月分）
7,346

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ファクシミリ使用料の支出について（平成29年3月分）
2,702

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月）
16,000

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,388

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用ひかり電話使用料の支出について（平成29年3月分）
16,202

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月）
12,332

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政統括グループ事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月）
10,773

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（3月分）
2,940

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（3月分）
47,549
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港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（3月分）
33,887

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（3月分）
68,575

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（3月分）
98,000

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（3月分）
109,800

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（3月分）
32,900

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（3月分）
32,700

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度港区広報板ポスター掲出等業務にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
37,600

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（3月分）
61,170

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（3月分）
53,990

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（3月分）
3,260

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,656

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
5,330

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年3月分）
46,994

港区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用ガス料金の支出について（平成29年3月分）
25,093

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 港近隣センター空調設備修繕費の支出について
73,440

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 地域防犯啓発事業用青色防犯パトロールカー修繕経費の支出について
8,100

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（港中　12月20日実施分）
10,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権・家庭教育に関する学習会の講師謝礼支出について（三校合同　12月2日実施分）
4,300

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
7,806

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
972

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
3,844

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
239

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
540

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(平成２９年２月分)の支出について（食糧費３人分）
1,080

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における防災用簡易ライトの購入経費の支出について
25,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 コミュニティ育成支援事業業務委託先選定会議の開催にかかる選定委員の報償金の支出について
50,639

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 みなトクモン紹介リーフレット（平成２８年度版）編集業務にかかる委託料の支出について
101,520

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用三脚購入経費の支出について
21,168

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域の強みを活かした教育力向上事業にかかる海遊館入館料及び交通費の支出について（港中学校）
27,360

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域の強みを活かした教育力向上事業にかかる海遊館入館料及び交通費の支出について（港中学校）
42,750

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区サードプレイス(こどもの居場所づくり)講演会にかかる講師謝礼金の支出について
10,960

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬（平成28年10月～平成29年3月分）の支出について
110,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）にかかる報償金の支出について（平成２９年２月１８日分）
3,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「みんなでつくろう子ども食堂」にかかる講師謝礼支出について（平成29年2月27日実施分）
8,780

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課事務用消耗品の購入費の支出について
96,259

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課事務用消耗品の購入費の支出について
16,674

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課事務用消耗品の購入費の支出について
31,320

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働まちづくり支援課事務用消耗品の購入費の支出について
4,374

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区サードプレイス事業(こどもの居場所づくり)にかかる講演会手話ボランティア謝礼金の支出について（平成29年2月18日実施分）
1,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 多文化共生教育スタートアップ事業実施に関する経費の支出について
1,422,324

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業における発電機外1点の購入経費の支出について
25,920

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 附設会館設置AED(自動体外式除細動器)　賃借料の支出について(長期借入)２月分
12,096

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災活動支援事業における発電機外1点の購入経費の支出について
492,480

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災リーダー養成事業にかかるリストバンドの購入経費の支出について
129,600

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用携帯電話料金の支出について（２月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道４３号車いす横断支援業務委託の経費の支出について(2月分)
6,480

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（2月分）
57,654
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港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　港区レインボーカフェ３７１０手話ボランティア謝礼金の支出について（平成２９年２月２８日分）
2,800

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）にかかる報償金の支出について（平成２９年２月２７日分）
5,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「築港・天保山エリア　官民連携まちづくりスクール」にかかる講師への報償金の支出について
31,200

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）にかかる報償金の支出について（平成２９年３月６日分）
5,400

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 港区民センター直流電源設備用蓄電池の購入経費の支出について
705,942

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 港区民センター直流電源設備用蓄電池処理業務委託経費の支出について
163,629

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 港区民センター直流電源設備用蓄電池処理業務委託経費の支出について
49,152

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 港区民センター直流電源設備用蓄電池の購入経費の支出について
212,058

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（帰国・来日等の児童生徒に対する学習サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
54,000

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（発達障がいサポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
305,644

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度　学校ボランティア事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
59,140

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
1,110

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
140

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
1,640

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
82

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
120

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
256

港区役所 協働まちづくり支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり支援課関係事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
1,640

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分葬祭費支払準備金の支出について
100,000

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分出産育児一時金支払準備金の支出について
500,000

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）３月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）３月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度1月分）
960

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度1月分）
720

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 マイナンバーカード交付事務に係る事務用品購入経費の支出について
193,579

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年２月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
329,721

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
62,824

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 個人番号カード交付事務に係る特設窓口用物品レンタル費用の支出について（Ｈ２８．４～６月分）
159,641

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成２８年１２月分）
41,457

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託経費の支出について（平成２８年１２月分）
2,499,849

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年２月分国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
550,000

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
42,310

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度2月分）
1,479

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
623,060

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）市内出張交通費の支出について（平成28年度2月分）
960

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）並びに還付加算金（現年）の支出について
1,500

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）並びに還付加算金（現年）の支出について
193,773

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
444,769

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）並びに還付加算金（現年）の支出について
17,300

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）並びに還付加算金（現年）の支出について
613,596

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金に係る歳出還付金（一般分）の支出について
6,781

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
3,142

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
55,668

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82,671

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
584

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
52,269

港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
87,120
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港区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
124,062

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
89,114

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,080

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
67,601

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
121,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる家財処分料の支出について（１件）
54,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
74,700

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
14,460

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
21,600

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる平成２９年３月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２９年３月分消耗品費（通常保育）の支出について
100,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（３月分窓口支給）の支出について
69,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（３件）
9,531

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
3,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
3,317

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
15,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具２件　住宅改修１件）
5,136

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
22,400

港区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
7,580

港区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
61,877

港区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
114,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
30,590

港区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（５件）
98,984

港区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
218,290

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,280

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,850

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,550

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,660

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
202,960

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
53,100

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,546

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,264

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
27,991

港区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
7,520

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,608

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 ケースカンファレンス参加に関する旅費の支出について
2,640

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
67,040

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
8,650

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
9,380

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
17,820

港区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
427,940

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
84,615

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,426

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,737
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,412

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
12,164

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,916

港区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
540

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者住宅改修費の支出について
98,496

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
191,850

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 母子保健事業用及び保健活動担当用にかかるクリアホルダー外１０点の経費支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業にかかる２月分講師料の支出について
9,020

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用及び保健活動担当用にかかるクリアホルダー外１０点の経費支出について
9,281

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座（２月１０日実施分）にかかる講師報償金の支出について
9,320

港区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２８年度　健康づくり展げる講座（２月１６日実施分）にかかる講師報償金の支出について
6,940

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パーテーションの購入経費の支出について
81,173

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,400

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,320

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,695

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,760

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
71,442

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
149,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
193,606

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
5,605

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
25,750

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
31,374

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件　住宅改修１件）
156,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
22,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
21,940

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
3,600

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる高校等就学費の支出について（１件）
1,836

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パーテーションの購入経費の支出について
11,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　パーテーションの購入経費の支出について
17,447

港区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
220,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第3回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
11,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成29年2月21日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分　法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（３件）
17,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
54,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
213,970

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,362

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
250,567

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
162,450

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,187

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,728

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,340

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
193,942

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,304
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
64,060

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（５件）
78,072

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（７件）
351,810

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（３件）
57,635

港区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（４件）
12,970

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 口座不能となった重度障がい者医療助成経費の再支出について
5,345

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,877

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,336

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
100,984

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,846

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
58,320

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
577,657

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,334

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,728

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
66,960

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（８件）
97,212

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
495,598

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
4,299

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
9,180

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 母子保健事業用及び地域健康講座用にかかるキルトラグの経費支出について
316

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 口座不能となったこども医療助成経費の再支出について
8,052

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用及び地域健康講座用にかかるキルトラグの経費支出について
12,938

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度　健康づくり展げる講座（1月27日実施分）にかかる講師報償金の支出について
6,140

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座（介護予防）にかかるマットロール紙外１点の経費支出について
18,252

港区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 母子保健事業用及び地域健康講座用にかかるキルトラグの経費支出について
1,002

港区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（２件）
139,340

港区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
13,800

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区民健康ｱｯﾌﾟ事業（運動サポーター地域講座３月２日実施分）にかかる講師報償金の支出について
5,040

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
23,395

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
34,830

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
3,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
9,914

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
1,722

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
3,606

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
102,900

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
11,556

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかるオムツ代及び医療移送費の支出について（各１件）
10,710

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる治療材料費等の支出について（３件）
137,287

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（平成29年3月分）
49,780

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
396

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
656

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
6,136

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
7,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
3,502

港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成29年2月分）
330,680
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用　模造紙外34点の購入経費の支出について
23,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健運営及び保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
1,400

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
11,731

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
11,100

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
4,040

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分・食糧費４人分）
401

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
30,240

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（１件）
85,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
57,060

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
45,820

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１件）
31,702

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（５件）
30,730

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
188,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
321

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
12,681

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育推進事業　食育用リーフレットの印刷経費の支出について
12,960

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
536

港区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）（うち食糧費20人分を含む）
447

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 運動サポーター地域講座（南市岡地域）にかかる講師報償金（平成２９年２月２５日実施分）の支出について
4,860

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民健康アップ事業にかかる角かご外１点の経費支出について
22,399

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用　特定小電力トランシーバーの購入経費の支出について
18,424

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区民健康アップ事業にかかるみなりん運動手帳の経費支出について
126,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
280,800

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,714

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
211,790

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,660

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,248

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,130

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,840

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
68,640

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,280

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,580

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
40,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年４月分）
17,000,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年４月分）
8,500,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年４月分）
180,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（２件）
11,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年４月分）
500,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年４月分）
2,000,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
221,600

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（２ヶ所）にかかる平成２９年３月分賄材料費の支出について
1,555,760

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品（キーボードカバー外３点）の購入経費の支出について
32,260

港区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 地域健康講座用にかかるDVDプレーヤー並びに体組成計の経費支出について
14,364

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
700

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
480

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
600
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
1,380

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
26,364

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる妊婦検診料の支出について（２件）
8,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
26,462

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（平成２９年３月分）２回目
10,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
7,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
49,560

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
7,520

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件）
1,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
29,930

港区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務にかかる市内出張交通費（平成29年2月分）の支出について
770

港区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成の支出について（平成２９年３月９日審査決定分）
578,856

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,930

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成の支出について（平成２９年３月９日審査決定分）
309,519

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（４件）
80,400

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１５件）
117,180

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
4,660

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
1,674

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（８件）
25,660

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（２件）
9,130

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（３件）
14,140

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（５件）
319,965

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
170,424

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる被保護者葬祭費（葬祭券外）の支出について（１件）
181,324

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成の支出について（平成２９年３月９日審査決定分）
236,539

港区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成２９年３月９日審査決定分）
18,908

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 港区シニア・サポート事業委託先選定会議にかかる報償費の支出について
50,579

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
11,968

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
157,828

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,178

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
10,396

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,407

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,960

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,915

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,234

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
192,915

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,048

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,868

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,715

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,410

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,300

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,410

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（２件）
62,000

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（２件）
28,610

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（３件）
119,042

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（３件）
11,640

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（１件）
216,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（平成29年3月10日分）
31,190

港区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（平成２９年２月分）
2,745

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
1,450

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
1,380

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第4四半期分）
1,087,416

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 地域福祉推進事業にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
520

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 臨時給付金の臨時的任用職員採用面接にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 補装具専門部会にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
640

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
142,610

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
34,752

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
52,283

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
9,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,007

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,758

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,667

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
24,051

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等給付費の支出について（３月支払分）
9,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,530

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
172,839

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
187,730

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
151,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,017

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
2,030

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
367,754

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（４件）
156,036

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（１件）
148,500

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
706

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
820
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港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
1,896

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
5,394

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 市長入院同意患者面接等にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
1,200

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
38,606

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
3,748

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第4四半期分）
1,037,416

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
164

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
101,199

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 児童手当等事業にかかる市内出張交通費（２月分）の支出について
480

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
46,166

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉事務用２月分後納郵便料金の支出について
7,075

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 運営担当事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
12,360

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
64,446

港区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業等関連事業にかかる市内出張交通費（平成２８年１２月分・２９年２月分）の支出について
720

大正区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員通勤災害の後遺障害にかかるアフターケア（移送費１月分及び２月分）の支出について
720

大正区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地方財務実務提要購読にかかる経費の支出について（第４回分納（完納）分）
2,484

大正区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月請求分）
801,242

大正区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（２月請求分）
102,030

大正区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大正区広報紙「こんにちは大正」企画編集業務委託の経費の支出について(３月号)
307,800

大正区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月号及び１２月号再配布分）
299,978

大正区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 『修学旅行ものづくり工場見学ツアー』の周知及び『ファクトリーステイ(仮称)』実施に向けた情報収集等にかかる出張並びに経費の支出について(管外出張)
60,880

大正区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課における市内出張交通費の支出について（１月分）
13,950

大正区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（スタッキングチェア）
290,628

大正区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ごみ収集袋）
224,640

大正区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（EPカートリッジ）
338,688

大正区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報・情報・魅力発信事業用消耗品（トナーカートリッジ　外４点）の購入にかかる経費の支出について
327,996

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,864

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅にかかる通信運搬費の支出について（２月使用分）
3,036

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（２月分）
349,769

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（２月分）
35,169

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所１階レイアウト変更に伴う福祉端末の移設業務にかかる経費の支出について
75,600

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務委託にかかる経費の支出について
67,095

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大正区役所庁舎内衛生害虫生息状況調査及び駆除業務委託にかかる経費の支出について
9,585

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（２月分）
522,180

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
18,460

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ケーブルテレビ視聴契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,790

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁用情報利用パソコン等機器（大正区役所）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
26,029

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
194,660

大正区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
188,570

大正区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 臨時的任用職員通勤災害の後遺障害にかかるアフターケア（中央日本薬局・２月分）の支出について
5,590

大正区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所１階レイアウト変更に伴うスロープの解消及びパーテーションの撤去業務委託にかかる経費の支出について
172,800

大正区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所１階レイアウト変更に伴うインターネット配線業務にかかる経費の支出について
37,800

大正区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
602,904

大正区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　大正区役所足拭き玄関マット賃貸借契約にかかる経費の支出について（２月分）
2,160

大正区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成28年5月号～平成29年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（３月号）
348,958

大正区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,109

大正区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月号及び１月号再配布分）
300,660
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大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（２月分）の支出について
18,233

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（２月分）の支出について
6,765

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事業用料金受取人払郵便料金(２月分)の支出について
3,201

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用等後納郵便料金（２月分）の支出について
966

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第３回区政会議議事録等作成業務にかかる経費の支出について
29,160

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大正区役所一般廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
3,916

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大正区役所産業廃棄物運搬処理業務にかかる経費の支出について（２月分）
5,987

大正区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大正区校庭等の芝生化事業（維持管理）にかかる補助金の支出について（H28年度分）
72,850

大正区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（２月分）
82,740

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
939

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
594

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
60,862

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（２月分）
127,193

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 平成２８年度　公用車における自動車損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（平成２９年２～３月分）
2,923

大正区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　共済保険料 平成２８年度　公用車における自動車損害共済委託に伴う基金分担金の支出について（平成２９年２～３月分）
1,461

大正区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム料金（２月及び３月請求分）の支出について
1,065

大正区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム使用料の支出について（２月使用分）
3,814

大正区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所庁内電話・インターネット回線使用料の支出について（２月使用分）
16,228

大正区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（３月請求分）
756,726

大正区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（３月請求分）
96,358

大正区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正区役所庁舎等非常用設備取替業務にかかる経費の支出について
334,800

大正区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所１階レイアウト変更に伴う電話の移設業務にかかる経費の支出について
46,980

大正区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
932

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１月分）の支出について
8,858

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業（地域防災支援）用コンロ外１点の購入にかかる経費の支出について
91,789

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業（地域防災支援）用アルファ米外２点購入にかかる経費の支出について
250,381

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用自転車購入にかかる経費の支出について
96,552

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域防犯対策事業用自転車購入にかかる経費の支出について
2,400

大正区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（１月分）の支出について
864

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 音楽振興事業（T-1ライブグランプリ）用盾の購入にかかる経費の支出について
14,256

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用消耗品購入経費の支出について（ファイル用インデックス　外18点）
193,615

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大正区青少年育成推進事業用消耗品の購入について（自転車パトロール用プレート）
90,720

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両用タイヤ交換にかかる経費の支出について
14,688

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 「青少年健全育成講演会」における手話通訳者派遣料の支出について
5,000

大正区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立大正会館管理運営業務の業務代行にかかる経費の支出について(第３四半期分)
6,338,808

大正区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大正会館防炎カーテンの購入にかかる経費の支出について(区役所附設会館管理運営業務用)
91,908

大正区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（防災防犯）市内出張交通費（１０・１１・１２月分）の支出について
7,850

大正区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発合同研修事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ロール紙ほか３点）
8,110

大正区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 泉尾東小学校倉庫の屋根修繕にかかる経費の支出ついて（学校体育施設開放事業用）
63,180

大正区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「2016第32回たいしょう人権展」の業務委託にかかる経費の支出について
1,050,850

大正区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「2016第32回たいしょう人権展」の業務委託にかかる経費の支出について
1,050,850

大正区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「2016第32回たいしょう人権展」の業務委託にかかる経費の支出について
1,050,850

大正区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「2016第32回たいしょう人権展」の業務委託にかかる経費の支出について
1,050,850

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発合同研修にかかる講師謝礼の支出について
33,672

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入の支出について（２月）
183

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（インクカートリッジ外５２点、三軒家東小学校ほか７箇所）
282,441

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用及び学校体育施設開放事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について（インクカートリッジ外５２点、三軒家東小学校ほか７箇所）
6,577



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入の支出について（２月）
1,200

大正区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（下半期分）
158,400

大正区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
280,440

大正区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用啓発クリアーホルダーの購入にかかる経費の支出について
86,400

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２９年度大正区における新たな地域コミュニティ事業業務委託事業者選定委員への報償金の支出について
52,179

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防犯対策事業用啓発プチタオル外１点の購入にかかる経費の支出について
88,560

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
164

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
2,088

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
120

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
1,558

大正区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（２月分）の支出について（人権啓発推進事業外４事業）
1,158

大正区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 大正会館内誘導灯修繕にかかる経費の支出ついて(区役所附設会館管理運営業務用)
50,760

大正区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（２月分）
9,816

大正区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用アルファ米の購入にかかる経費の支出について
221,259

大正区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災防犯担当後納郵便料金（２月分）の支出について
690

大正区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用差し替えベストの購入にかかる経費の支出について
174,636

大正区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（２月分）の支出について
7,556

大正区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「文楽体験と公演」実施にかかる文楽出張公演業務委託経費の支出について
300,000

大正区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）市内出張交通費（２月分）の支出について
432

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
50,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
420,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（３月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
100,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般・現年還付加算金）還付金の支出について
1,500

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
46,885

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
72,556

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般・現年還付加算金）還付金の支出について
6,299

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（１月分）の支出について
960

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保険年金事務用音声付順番案内システム一式（大正区役所）の買入にかかる経費の支出について
408,240

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
200,449

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年12月分)
2,440

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
2,220

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年１月分)
1,080

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　其他委員等旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
320

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年１月分)
252

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
1,308

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
1,040

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年12月分)
252

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年12月分)
840

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年１月分)
2,200

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
1,800

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
123,687

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年２月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成28年11月分)
640

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）におけるライフイベント記念品の購入にかかる経費の支出について
51,030
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大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
91,809

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
165,302

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
150,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託の契約にかかる経費の支出について（平成２８年１２月分）
28,443

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託の契約にかかる経費の支出について（平成２８年１２月分）
2,341,912

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
4,360

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
572

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
13,954

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
173,968

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
84,862

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
373,714

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
3,180

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
492,603

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
42,587

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
24,182

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用郵便後納料金の支出について（平成29年２月分）
17,950

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
4,498

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における事務用品の購入にかかる経費の支出について（パンチラベル　外２８点）
27,475

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
39,897

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）における後納郵便料の支出について（２月分）
164

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般・現年還付加算金）還付金の支出について
6,700

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
250,000

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般・現年還付加算金）還付金の支出について
246,359

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）市内出張交通費（２月分）の支出について
810

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
720

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
122

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
360

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成29年２月分）
8,685

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
1,950

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
128

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険　療養費の支出について（３月支払分）
60,145

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,101

大正区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について(平成29年２月分)
780

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－30
11,318

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-142
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-147
107,156

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-148
23,684

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-18
344,984

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-150
114,327

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33－28
35,873

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
38,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
89,640

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,410

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（３月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,815

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
74,020
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
32,110

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,140

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
18,770

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
25,200

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２９年２月実施分健活セミナー受講者のための「つづけるサポートコース」にかかる報償金の支出について
9,020

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用大正区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
21,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
8,743

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（１月分）
4,807

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-144
56,906

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-151
6,916

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費の支出について（平成28年2月～平成28年11月分）
23,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年９月～１０月分）
4,600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費の支出について（平成28年２月～平成28年１１月分）
23,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費の支出について（平成28年９月～１０月分）
4,600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第３四半期分：１０月～１２月）
10,200

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
64,068

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
61,585

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
224,574

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年１月実施分歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度地域で見守る子育て応援事業における子育て応援講座『児童虐待防止講演会』にかかる講師謝礼の支出について
23,960

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
74,515

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
64,451

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修・福祉用具）の支出について
144,006

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
30,380

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
20,140

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）の支出について
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
61,554

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
1,440

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
39,724

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
770

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
2,004

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
960

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年3月分法第78条の2に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
75,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
49,823

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
65,538

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
720

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
980

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年５～１１月分）
980

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（３月追加配付分）
40,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,210

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,856

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
67,176

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
106,671

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検査料）の支出について
24,300

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
92,980

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
219,970

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-153
14,231
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-154
23,400

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12‐11外3件
62,280

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－424外18件
350,242

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－44
46,200

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1075
24,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1055
24,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－599外6件
115,552

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－213
25,600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1025外6件
117,678

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1013外20件
390,090

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13－20　外２件
71,757

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－400外3件
71,200

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－563外6件
135,612

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
33,330

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員の活動費の支出について（平成２８年１０月～１２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２８年１２月実施分ウォーキング講座にかかる報償金の支出について
9,967

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
19,075

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
45,582

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
78,900

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
179,484

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務にかかる消耗品購入経費の支出について（のぞき見防止フィルター　外４点）
25,405

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１４号）代理受領方式　券番号41-15
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１２号）代理受領方式　券番号41-13
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
58,320

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成28年度第3回コホート検討会にかかる講師謝礼経費の支出について
11,360

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
40,155

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,943

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,320

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
692,260

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月・平成２９年１月分）
775

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月・平成２９年１月分）
9,272

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,784

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,760

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,016

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,296

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
424

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－215
72,300

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－208
4,104

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ボールペン外６点の購入に係る経費の支出について
6,912

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
86,101

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
71,330

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月・平成２９年１月分）
850

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月・平成２９年１月分）
780

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２８年度三軒家西地域健康講座にかかる報償金の支出について
9,720

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２８年度いきいき百歳体操サポーター養成講座にかかる報償金の支出について
9,540

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 口腔ケア健康講座にかかる報償金の支出について
9,380
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成29年2月実施分　在宅医療・介護連携推進事業にかかる区内医療・介護関係者向けの多職種研修会での講師謝礼の支出について
7,680

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
745

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,510

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,400

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－851外10件
164,590

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
1,080

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
33,400

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
223,711

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
92,460

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
65,250

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（３月分）
1,406,380

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
900

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
2,060

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
780

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（介護保険）における出張交通費の支出について（１２・２月分）
240

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費にかかる医療費の支出について（３月２２日支払分）
903,485

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-51
73,401

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－22
142,329

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費にかかる医療費の支出について（３月２２日支払分）
287,765

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
35,450

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
54,047

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
19,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費にかかる医療費の支出について（３月２２日支払分）
35,245

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費にかかる医療費の支出について（３月２２日支払分）
64,063

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第４四半期分）
887,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－161
181,110

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-157
16,768

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１３号）代理受領方式　券番号４１－１４
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
32,645

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
94,167

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第４四半期分）
840,750

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成28年度　大正区障がい者・高齢者虐待防止講演会(平成29年2月28日開催)にかかる講師謝礼の支出について
11,740

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支出について（２月分）
67,194

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
8,956

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
570

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
870

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第１５号）代理受領方式　券番号41-16
270,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
60,958

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
13,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
6,000,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
400,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
225,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費、教材費）の支出について
164,180

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（４月１回目）
2,500,000
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
4,420

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
432

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）関係業務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月～平成２９年１月分及び平成２８年８月～１１月追加分）
480

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成２８年度いきいき百歳体操サポーターのためのステップアップ講座にかかる報償金の支出について
9,540

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業における成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
5,400

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-139
46,426

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－160
46,426

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－39
9,432

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-149
49,896

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-4
35,841

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－162
14,526

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－104
21,819

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者住宅改修費給付事業にかかる其他扶助金の支出について42-3
484,785

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－180外1件
35,600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
199,743

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
22,409

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
22,040

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,145

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,420

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
2,402

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,483

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－216
17,554

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－828外１件
48,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
203,270

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
62,763

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
11,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
23,030

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
12,960

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
393,640

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
30,673

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
5,702

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（地域福祉）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
6,568

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 防犯カメラ（庁舎用）（大正区役所）買入にかかる経費の支出について
373,680

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32－106
15,740

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22－122
183,798

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-163
6,916

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-156
230,591

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,400

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
1,980

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
7,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（２月分）
6,855

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
50,605
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
19,700

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
40,566

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
18,815

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座「子育てママのための健康教室」にかかる報償金の支出について
22,760

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業業務委託事業者選定委員会」（３月９日開催予定）委員にかかる報償金の支出について
50,939

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
62,100

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
34,145

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
134,355

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
85,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,280

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
128,919

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業における成年後見等市長審判請求にかかる費用（診断書料）の支出について
10,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
39,771

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
966

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,768

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
113,560

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,462

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-158
209,500

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-145
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23－25
569,812

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-159
209,500

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-152
46,007

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13－32
17,800

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－600外6件
107,384

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－203
22,680

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－1093
53,130

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12－177外3件
81,500

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,150

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
738

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,198

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
32,010

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
100,140

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
79,904

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,094

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
70,248

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
151,200

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
99,355

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,600

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
15,640

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
200,809

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料、検査料）の支出について
32,020

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,120

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
60,900

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料、検査料）の支出について
42,660

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
42,296

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
246
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大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
902

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成29年2月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
420

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
15,302

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
82

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
164

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
8,082

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
4,908

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
48,698

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
6,420

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
12,382

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
728

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
2,612

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,590

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成29年2月分　各種保健事業にかかる報償金の支出について
305,790

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
10,650

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
5,938

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,168

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
32,287

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
13,252

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
4,492

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
3,962

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
410

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
1,414

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
728

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
369

大正区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
912

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（１月分）
32,957

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
5,367

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
429

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
1,425

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
4,860

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（２月分）
4,536

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（４～７月・１０～１１月・１月分）
4,200

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（４～７月・１０～１１月・１月分）
25,743

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　１階待合スペース等椅子ほか１点の購入にかかる経費の支出について
205,632

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　衛生害虫防除作業の実施にかかる経費の支出について
41,040

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入経費の支出について（２月分）
9,864

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入経費の支出について（２月分）
215,417

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区災害対策用職員住宅の什器に係る賃貸借経費の支出について（平成29年2月分）
19,440

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務における所要経費の支出について（３月号分）
323,749

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
129,772

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,056

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
36,702

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器 （天王寺区役所） 一式 長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,757



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務にかかる名簿調整事務用ゴム印他４点の購入及び同経費の支出について
38,275

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務契約にかかる経費の支出について（２月分）
4,403

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成２８年度　障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所・天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（２月
分） 386,280

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務の実施にかかる経費の支出について（２月分）
32,400

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用保健福祉センター分館機械警備業務に係る経費の支出について（２月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（平成29年2月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度天王寺区区民モニター（区政評価員）アンケート調査業務委託経費の支出について
775,440

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度天王寺区広報紙印刷業務における所要経費の支出について（３月号分）
490,266

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 天王寺区役所地下駐車場駐車券磁気書込み機修繕の実施にかかる経費の支出について
21,600

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度天王寺区広報紙企画編集業務委託における所要経費の支出について(３月号分)
375,840

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について(2月分)
6,781

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（２月分）
33,087

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（2月分）
4,101

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（区民モニター平成29年2月分）
776

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所排煙窓開閉装置修繕工事にかかる経費の支出について
355,320

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 天王寺区役所中央監視装置廻り部品修繕の実施にかかる経費の支出について
179,280

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所外蛍光灯安定器取替等作業にかかる経費の支出について
98,820

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
17,942

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
4,935

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
2,352

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
186,773

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
13,906

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
10,000

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
6,000

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
10,642

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
18,892

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
2,005

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
3,548

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
7,000

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,812

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
574

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,034

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 駐車券発行機外１点（天王寺区役所）買入の実施にかかる経費の支出について
2,959,200

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用専用回線使用料の支出について（２月分）
16,232

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 区庁舎設備維持用　簡易専用水道の法定検査にかかる経費の支出について
3,240

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎設備維持用　受水槽清掃・水質検査の実施にかかる経費の支出について（３月分）
16,200

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（７・１０・１１月・２月分）
480

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（７・１０・１１月・２月分）
23,839

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区役所企画総務課広聴広報事務用具の購入及び所要経費の支出について
21,643

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所樹木剪定等業務の契約にかかる経費の支出について
216,000

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　証明書発行システム用通信回路使用料の支出について（２月分）
3,814

天王寺区役所 企画総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 一般管理用市内出張交通費の支出について（７・１０・１１月・２月分）
780

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 天王寺区民センター直流電源設備整備修繕にかかる支出について
3,888,000

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度真田山小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2/8開催分）
12,900

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2/14開催分）
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中学生及び高校生を対象とした天王寺区インターンシップ事業実施にかかる委託料の支出について
1,498,832
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天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　拡声器スピーカー等の購入経費の支出について
21,438

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　拡声器スピーカー等の購入経費の支出について
7,452

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 市民協働課事務用　拡声器スピーカー等の購入経費の支出について
68,040

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度天王寺区コミュニティ育成事業にかかる公募型企画提案（プロポーザル）による業者選定委員報酬の支出について
22,280

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用　事務用品の購入経費の支出について
20,105

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区 グローバル人材育成事業（英語ディベートスクール及び英語体験活動）実施にかかる委託料の支出について
2,891,970

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員の報酬について（平成28年10月～平成29年３月分）
110,400

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2/21・2/22開催分）
12,000

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
17,146

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
140

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
164

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
2,062

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
2,800

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
1,204

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(平成29年2月分）
694

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（3/3開催分）
6,000

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度聖和小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（2/18開催分）
8,600

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業用携帯電話料金の支出について（2月分）
1,421

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度生魂小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（3/4開催分）
5,000

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　大阪市天王寺区「レジェンド・イン・ハイスクール事業」講師謝礼金の支出について（３/18開催分）
35,100

天王寺区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度天王寺小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（3/14開催分）
4,300

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（３月分支払資金、一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（３月分支払資金、一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
811

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について
1,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約の支出について（平成２９年１月分）
2,791,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用書籍の購入経費の支出について
22,356

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約の支出について（平成２９年１月分）
341,930

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 窓口サービス課事務用書籍の購入経費の支出について
19,332

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナー外６点の購入並びに同経費の支出について
38,880

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用プリンタートナー外６点の購入並びに同経費の支出について
192,650

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（1月分）の支出について
480

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２９年１月分）
6,394

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（1月分）の支出について
420

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２９年１月分）
6,393

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
15,859

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について
90,436

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
73,988

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
2,772

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年３月分国民健康保険療養費等の支出について
495,061

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年３月分国民健康保険療養費等の支出について
19,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
204,805

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,612

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（2月分）の支出について
420
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天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
64,802

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（2月分）の支出について
420

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成29年2月分）
93,006

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
484,329

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
56,434

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成29年2月分）
11,650

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業収納事務等市内出張交通費（2月分）の支出について
780

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
43,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
7,283

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
7,282

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（平成２９年２月分）（契約変更分）
218,700

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（平成２９年２月分）
2,791,895

天王寺区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約経費の支出について（平成２９年２月分）
341,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
124,030

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（１月分）の支出について
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１・２月分）
6,030

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
11,232

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
60,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦検診・検査料の支出について（１月分）
13,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
22,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（１月分）
99,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
15,487

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（２月分）
163,296

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（２月分）
18,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料（合成樹脂特殊義眼）の支出について（２月分）
62,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（ストーマ装具）の支出について　　　　　　　（８～１１月分）
19,431

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１２月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　長期入院患者診療報酬の支出について（１月分）
44,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（２月分）
207,550

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（平成29年3月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成29年3月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,840

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
60,910

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／７・８請求分）
5,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
8,124

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
19,095

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所：電車）の支出について（１月分）
4,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
17,172

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（手すりの取付）の支出について（１２月分）
6,850
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（１２・１月分）
19,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
3,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（平成29年3月追加分）の支出について
40,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　天王寺区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
27,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
199,834

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,730

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成に係る費用（障がい分）の支出について
240,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
16,350

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
23,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
193,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる交付金の支出について(２月請求分)
134,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／１０・１３請求分）
26,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１２・１月分）
28,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
16,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
2,688

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　断酒会参加のための交通費の支出について（１月分）
840

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦検査料の支出について（２月分）
770

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
33,790

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（住宅扶助金）　家賃代の差額の支出について（３月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・給食費の支出について（１月分）
28,165

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（腰掛便座）の支出について（２月分）
2,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（両足底装具）の支出について（1月分）
28,191

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（１月分）
5,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
440

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：ﾀｸｼｰ）の支出について（２月分）
5,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について（２月分）
213,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
274,426

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
37,204

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
60,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
36,460

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
63,242

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童手当給付費（区執行分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成２９年２月分）
330,680

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／１４・１６請求分）
13,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
14,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
5,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
5,646

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
3,525

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
89,791

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
57,838
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用ふせん外２１点の購入経費の支出について
65,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２９年１月分）
36,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／２２請求分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（１／２０請求分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
11,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
2,980

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦検査料の支出について（２月分）
1,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（2月分）
16,434

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
8,968

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１・２月分）
5,781

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（１月分）
2,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／２４請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員児童委員費用弁償の支出について(第４四半期分)
757,875

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,810

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
256,440

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
163,410

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
74,032

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
63,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
19,950

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
9,450

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
1,008

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（２月分）
62,640

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（1月分）
5,737

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（腰掛便座）の支出について（２月分）
2,430

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（２月分）
16,977

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　手続協力費の支出について（１月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員児童委員費用弁償の支出について(第４四半期分)
715,375

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
540

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（１月分）
248,946

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（１月分）
194,491

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（2月分）
43,200

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
16,740

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（1月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
23,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（２月分）
15,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
48,036

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
33,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
13,740

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　給食費の支出について（２月分）
31,907

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（胸椎装具）の支出について（２月分）
35,789

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（２月分）
41,500
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（２月分）
6,372

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（2月分）
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成28年度　コホート検討会参画医師の報償金の支出について（2月分）
11,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（平成２９年２月分）
49,780

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,762

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（１月分）
216,983

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（１月分）
17,056

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,424

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座の報償金の支出について（２回目）
9,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（２／２７請求分）
7,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３／１請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者福祉業務用高齢者住宅改修費給付金の支出について
45,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
1,735

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
5,158

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：タクシー）の支出について（２月分）
1,360

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査事務にかかる調査世帯手当（２月分）の支出について
3,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・２月分）
197,375

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・２月分）
45,124

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
7,650

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
16,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（2月分）
60,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
12,300

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
12,096

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（１・２月分）
28,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
5,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（２月分）
49,381

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　教材代・学校給食費の支出について（２月分）
25,115

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費（２月分）の支出について
17,994

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　介護扶助（浴槽用いす・てすり）の支出について　　　　　　（2月分）
8,208

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（１月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遮光眼鏡一式）の支出について（２月分）
35,087

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
7,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（２月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用物品にかかるボールペン他２１点の購入経費の支出について
56,690

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２９年２月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
652

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３／３請求分）
14,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,024

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
1,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
3,468

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費（２月分）の支出について
320

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　断酒会参加のための交通費の支出について（２月分）
7,550
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所：電車）の支出について（２月分）
5,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
10,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１・２月分）
5,969

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
6,000,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
100,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２・３月分）
1,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
3,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費４月分の支出について
800,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
738

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
8,506

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
902

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２９年２月分）
3,034

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
141,428

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,117

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
574

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について
24,128

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 乳幼児身長計の購入及び同経費の支出について
20,876

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（平成２９年２月分）
663

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業（乳幼児発達相談体制強化事業及び母親教室）にかかる図書の購入経費の支出について
8,758

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
11,146

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
574

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
6,120

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当における子育て支援室相談事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（Ｈ２９．２月分）
4,101

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話使用料の支出について（２月分）
1,442

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３／８請求分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
62,401

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,580

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
148,995

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
19,905

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
15,338

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
130,986

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（２月分）
4,004

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
340

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
16,992

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
11,494

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２９年２月分）
1,649

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（平成２９年２月分）
12,611

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
5,236

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
2,772

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
2,976

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座にかかるＤＶＤプレーヤーの購入経費の支出について（介護予防事業）
5,054

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
660

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
1,968
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
10,250

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
402

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
6,885

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（Ｈ２９．２月分）
2,020

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２９年２月分）
99,910

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２９年２月分）
49,955

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
10,191

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
9,991

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
14,938

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
2,830

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について　（２月分）
948,507

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
9,906

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人（一部負担金）医療費助成事業用医療費の支出について　（２月分）
225,707

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　妊婦検診・検査料の支出について（２月分）
4,750

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
20,900

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
111,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
17,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（住宅扶助金）　住宅維持費（排水トラップ・ホース交換）の支出について　　（12月分）
32,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　給食費の支出について（２月分）
13,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　長期入院患者診療報酬の支出について（２月分）
23,040

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室事業講師料の支出について（３月分）
9,320

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）業務用料金受取人払にかかる支出について（平成２９年２月分）
11,931

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
4,880

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
66,505

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
19,358

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
11,476

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療費の支出について　（２月分）
197,870

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
3,522

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について　（２月分）
21,820

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（平成29年3月）の支出について
1,463,660

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障害者住宅改修費給付事業にかかる給付助成額の支出について
181,666

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 下寺町交通手段確保事業地域タクシー券（平成29年度分）の作成、印刷に係る経費の支出について
88,992

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３／１４請求分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業にかかる予防接種費用の支出について（３／９請求分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,094

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
30,160

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
13,400

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
17,800

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
58,365

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
30,930

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
9,850

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
4,017
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天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
13,480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１・２月分）
39,207

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１・２月分）
12,823

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２・３月分）
3,162

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
3,726

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
4,308

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
11,966

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２月分）
12,960

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：介護タクシー）の支出について（１月分）
19,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
3,700

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（２月分）
4,000

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡修繕費）の支出について（2月分）
4,860

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
5,100

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成２９年２月分）
32,415

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット使用料の支出について（２月分）
3,898

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 扶助費　其他扶助金 天王寺区下寺町地域の交通手段確保事業用タクシー利用券にかかる扶助費の支出について（１月、２月分）
12,500

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
560

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
520

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
2,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（左膝装具）の支出について（２月分）
8,505

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
480

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成２８年度天王寺区在宅医療・介護連携推進事業講演会報償金の支出について
55,560

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課福祉サービス業務用市内出張交通費（平成２８年１２～平成２９年２月請求分）の支出について
960

天王寺区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 高齢者権利擁護業務用成年後見審判市長申立用診断書料の支出について
5,400

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所整備事業　避難所整備にかかる消耗品の経費の支出について
56,592

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの防犯に向けたまちづくり事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（平成２９年２月分）
61

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 こども安全見守り防犯カメラ（天王寺区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
39,852

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
82

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,476

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 自転車利用適正化事業用啓発指導員による放置自転車対策業務にかかる経費の支出について（２月分）
113,434

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全啓発事業用啓発ティッシュの購入にかかる経費の支出について
47,034

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域における自助・共助力の向上支援事業　アルファ米等の購入にかかる経費の支出について
153,900

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの防犯に向けたまちづくり事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（平成29年3月分）
870

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 子どもの防犯に向けたまちづくり事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（平成29年3月分）
525

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 子どもの防犯に向けたまちづくり事業にかかる防犯カメラの電柱使用料の支出について（平成28年4月～平成29年3月分）
7,560

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（Ｈ29年２月分）
3,993

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域における自助・共助力の向上支援事業　エリア別（天王寺、味原）地域防災計画（概要版）制作・印刷業務にかかる支払いについて
432,000

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 子どもの防犯に向けたまちづくり事業用防犯カメラ（街頭用）（天王寺区役所）の買入にかかる経費の支出について
2,321,730

天王寺区役所 危機管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害時避難所整備事業　備蓄物資保管用物置の買入にかかる支払いについて
169,776

浪速区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成29年1月分）の支出について
2,120

浪速区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障害サポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（塩草立葉小学校１月分）
8,850

浪速区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用料金後納郵便差出票の作成経費の支出について
41,040

浪速区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 個人番号カード交付事務用トナーカートリッジの購入経費の支出について
24,840
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浪速区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総合企画担当業務用　市内出張交通費（平成28年9・11月分）の支出について
1,200

浪速区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成28年12月分）の支出について
750

浪速区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分2回目）
28,440

浪速区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分2回目）
3,088

浪速区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（29年3月号）企画編集業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
270,000

浪速区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用電球買入経費の支出について
166,185

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
9,864

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内員の派遣業務委託経費の支出について（平成29年2月分）
206,721

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託の実施経費の支出について（平成29年2月分）
429,480

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
269,695

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用視覚障害者用庁内情報利用パソコン（浪速区役所）一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
14,374

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成29年2月分）
27,528

浪速区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入の実施経費の支出について（平成29年2月分）
167,859

浪速区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ＡＥＤ用定期交換用電極パッドの購入経費の支出について
19,008

浪速区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借経費の支出について（平成29年2月分）
9,288

浪速区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎警備機器保守点検実施経費の支出について（平成29年2月分）
24,840

浪速区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（平成29年2月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　広報紙（平成29年3月号）概算印刷業務の実施経費の支出について
318,772

浪速区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　インターネット回線使用料（29年2月分）の支出について
4,102

浪速区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（平成29年3月号）新聞折込広告業務（概算契約）に係る経費の支出について
150,451

浪速区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業の実施に伴う所要経費の支出について（難波元町小学校２月分）
105,090

浪速区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
8,732

浪速区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
6,480

浪速区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算）経費の支出について（平成29年2月分）
6,431

浪速区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成29年2月分）の支出について
13,436

浪速区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（平成29年2月分）の支出について
97

浪速区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（平成29年2月分）の支出について
4,129

浪速区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画業務用　郵便料金（平成29年2月分）の支出について
12,500

浪速区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用貯水槽・汚水槽清掃及び水質検査業務委託経費の支出について
138,240

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度浪速区広報紙企画編集業務企画提案審査会に係る審査委員謝礼の支出について（平成29年3月3日実施）
28,230

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用浪速区役所自動制御機器共用部系統不良機器更新工事実施経費の支出について
144,720

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（平成29年2月分）の支出について
2,614

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業発達障がいサポーターの傷害保険の加入に伴う経費の支出について
34,300

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発）用後納郵便料（平成29年2月分）の支出について
1,226

浪速区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発）用後納郵便料（平成29年2月分）の支出について
1,500

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成29年2月分）の支出について
117,304

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成29年2月分）の支出について
13,836

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成29年2月分）の支出について
10,244

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成29年2月分）の支出について
10,236

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区庁舎設備維持用浪速区役所１階検診車スペース風除室シャッター等修理経費の支出について
509,976

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成29年2月分）の支出について
1,833

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成29年2月分）の支出について
16,202

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度浪速区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算）経費の支出について（平成29年2月分）
8,607

浪速区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用害虫駆除経費の支出について
48,600

浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成29年2月分）の支出について
360

浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（メモリーカード 他7点）の購入経費の支出について
2,030

浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　事務用品（メモリーカード 他7点）の購入経費の支出について
83,246
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浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画担当業務用　プリンター他1点購入経費の支出について
55,404

浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（平成29年2月分）の支出について
3,814

浪速区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　平成28年度浪速区広報紙（29年3月号）配付業務委託（概算契約）に係る経費の支出について
168,748

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出一般分）３月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金支払用資金（歳出マル退分）３月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）における個人番号制度にかかる委託経費の支出について（平成29年1月分）
95,373

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
3,120,934

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
164,259

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（２月分）
4,452

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（２月分）
107,620

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用消耗品の購入経費の支出について
46,634

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事業用ウォーキングメジャー他１点の購入経費の支出について
27,540

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
9,908

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）における市内出張等旅費の支出について（平成29年2月分）
564

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住民基本台帳ネットワークシステム移設業務委託経費の支出について
116,640

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
2,302

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成２８年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
9,522

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
10,627

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
15,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
70,610

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
10,840

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
38,975

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
89,929

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（２月分）の支出について
7,101

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（３月分）
7,150

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
30,127

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
19,903

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
127,387

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
6,907

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
724,561

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
7,925

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
93,823

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払いについて（平成29年3月支払分）
403,146

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成29年3月支払分）
250,000

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成29年3月支払分）
1,331,170

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
50,260

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
54,435

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
97,782

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）用事務用品の購入経費の支出について
145,324

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（２月分）の支出について
12,450

浪速区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事業用ゴム印一式の購入経費の支出について
11,242

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務事業用　事務用品等の買入にかかる経費の支出について
75,891

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業用　広報紙（恵美小学校）の印刷経費の支出について
62,208

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用消耗品購入経費の支出について
23,112

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働事業にかかる青森県への管外出張旅費の支出について
67,080

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもの防犯力アップ事業用啓発ミニカイロの購入について
19,440

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分２回目）
2,678
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浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分２回目）
949

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分２回目）
500

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分２回目）
1,230

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
174,960

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所附設会館管理運営用　物品の運搬にかかる経費の支出について
51,120

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 安全・安心なまちづくり推進事業用物品の購入経費の支出について
47,088

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用バレーボールほか23点買入れの経費の支出について
241,056

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「平成28年度啓発指導員による放置自転車対策」業務委託の実施経費の支出について（2月分）
303,550

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度　スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
139,200

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（２月分）の支出について
10,798

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通事故をなくす運動事業用ポケットティッシュの購入経費の支出について
144,180

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
281,880

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関連事業用　ＥＴカートリッジほか10点買入れ経費の支出について
6,809

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関連事業用　ＥＴカートリッジほか10点買入れ経費の支出について
27,702

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習関連事業用　ＥＴカートリッジほか10点買入れ経費の支出について
34,254

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度浪速区コミュニティ育成事業にかかる事業者選定委員報償金の支出について（平成29年2月27日実施分）
16,080

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用　街頭啓発用ウェットティッシュの買入れ経費の支出について
69,984

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
328,320

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用　消耗品の購入経費の支出について
11,345

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動支援事業用物品の購入経費の支出について
389,880

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業用　人権啓発チラシの作成経費の支出について
30,240

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 はぐくみネット事業用　広報紙（難波元町小学校、塩草立葉小学校）の印刷経費の支出について
71,820

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人権啓発推進事業等に係る市内出張旅費（１月分）の支出について
2,964

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
15,313

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（9基分）にかかる電気料金の支出について（平成29年2月分）
3,018

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分1回目）
777

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
328

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
750

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分　１回目）
328

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２９年２月分）
7,894

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
5,832

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分　１回目）
164

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
410

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクト等にかかる携帯電話通信通話料の支出について（平成２９年２月分）
2,257

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
820

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
82

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
328

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
1,062

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
174

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分　１回目）
700

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（２月分）
574

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の点検・修理経費の支出について
297,183

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の車検の実施経費の支出について
85,147

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の重量税及び検査登録印紙代（手数料）の支出について
1,100

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の自動車賠償責任保険の契約経費の支出について
25,070

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の重量税及び検査登録印紙代（手数料）の支出について
2,500

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
2,276
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浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
2,000

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
2,000

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
1,628

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
2,000

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
256

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権啓発事業等に係る郵便料の支出について（２月分）
120

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進支援事業用物品の購入経費の支出について
45,144

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわの魅力創出事業用　まち歩きイラストマップ印刷業務の経費の支出について
32,400

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（平成29年２月分）
97,000

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 浪速区まちづくり活性化事業「イベント特別優遇エリア（イベント得区）諮問委員会」にかかる報償金の支出について
14,200

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人権啓発推進事業等に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
648

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 人権啓発推進事業等に係る市内出張交通費（２月分）の支出について
4,428

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用バッティングティースタンドほか24点買入れ経費の支出について
336,582

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所附設会館管理運営用等　傘立て　外2点の買入及び経費の支出について
32,400

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ（街頭用）（浪速区役所）買入経費の支出について
4,514,400

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト事業用物品の購入経費の支出について
13,224

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用エンジンブロワ外１点の購入経費の支出について
243,540

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 緑化推進事業用エンジンブロワ外１点の購入経費の支出について
10,886

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所附設会館管理運営用等　傘立て　外2点の買入及び経費の支出について
113,400

浪速区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所附設会館管理運営用等　傘立て　外2点の買入及び経費の支出について
199,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年１月～２月分）の支出について
209,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２８年１１月～平成２９年２月分）の支出について
735,781

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）（平成２８年１２月～平成２９年１月分）の支出について
28,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年１２月～平成２９年２月分）の支出について
380,351

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料・訪問看護料）Ｈ２９．１月～Ｈ２９．２月分の支出について
76,630

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（衛生材料費・文書料）（平成２９年１月分）の支出について
6,160

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
5,152

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・３月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・３月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・３月追加分）の支出について
60,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２０１４０　３月支払分
6,434

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１２２　３月支払分
6,560

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００２３　３月支払分
280,392

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４１７　３月支払分
16,412

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６１６　３月支払分
16,350

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１４２　３月支払分
43,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０７４７　３月支払分
13,820

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１２７　３月支払分
58,320

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６５７　３月支払分
17,130

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１４１　３月支払分
12,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６３３　３月支払分
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６７５　外６件　３月支払分
106,474

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５０７　外１０件　３月支払分
201,549

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６７５　外２件　３月支払分
32,060

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５６７　３月支払分
24,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１４８　３月支払分
47,450

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１４７　３月支払分
86,030
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浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１３７　３月支払分
41,040

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　浪速区窓口受領者の臨時福祉金の支出について（３月分）
105,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５７７　外１件　３月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５９７　外１４件　３月支払分
237,870

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年２月分）の支出について
70,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年１月～２月分）の支出について
175,309

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支払について
198,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１３９　３月支払分
269,912

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３３０００７　３月支払分
52,488

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１４３　３月支払分
104,883

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２５５　外６件　３月支払分
137,042

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１４９　３月支払分
60,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０３７５　外２件　３月支払分
47,080

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５８６　３月支払分
17,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１７６　外４件　３月支払分
118,566

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年１１月～平成２９年２月分）の支出について
656,006

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）２月分の支出について
8,057

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）２月分の支出について
7,492

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）Ｈ２９．１～Ｈ２９．２月分の支出について
23,590

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
69,876

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１５４　３月支払分
25,152

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１８３　外２件　３月支払分
47,578

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０７３５　３月支払分
17,500

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１１２　外１件　３月支払分
35,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０６２８　３月支払分
24,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１５０　３月支払分
31,968

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４３０　外４件　３月支払分
75,410

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２０７　外６件　３月支払分
130,017

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
216,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２９年１月分の支出について
96,100

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
25,970

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる報償金の支出について
11,280

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
198,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業（子育て相談外国語通訳報償金）の支出について
660

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１５０　３月支払分
147,956

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２００８０　３月支払分
366,348

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年２月分）の支出について
43,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年１月～２月分）の支出について
244,112

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２９年１、２月分の支出について
904,108

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種にかかる医師への報償金の支払いについて（２９年２月１６日実施分）
49,780

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 事業用公用車の継続検査にかかる自動車重量税ならびに印紙代の支出について
1,100

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 事業用公用車の自動車損害賠償保険法にかかる責任保険料の支出について
25,830

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 事業用公用車の継続検査にかかる自動車重量税ならびに印紙代の支出について
24,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１２９　３月支払分
137,602

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
51,157

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
1,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
69,083
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浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
38,880

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）２月分の支出について
9,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年８月～平成２９年２月分の支出について
168,864

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１、２月分の支出について
43,290

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
218,270

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 在宅医療講演会にかかる報償金の支出について
14,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 在宅医療・介護連携事業用「在宅医療マップ」作成経費の支出について
302,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,030

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,068

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１４８　３月支払分
46,007

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２０１５４　３月支払分
85,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２１４　外３件　３月支払分
75,430

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１３０００９　３月支払分
13,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
540

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
388

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,586

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,110

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,169

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,760

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成２８年度行旅死亡人葬祭委託経費の支出について
169,789

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）Ｈ２８．１０月分の支出について
180

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(技能修得費）２月分の支出について
11,772

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２８年１２月～平成２９年２月分）の支出について
305,960

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２８年１０月～平成２９年２月分の支出について
808,627

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
4,545

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度民生委員費用弁償（第４四半期）の支出について
960,750

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重症心身障がい者住宅改修給付費の支出について
137,870

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
1,752

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
4,040

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年１月～３月分）の支出について
227,213

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年２月分）の支出について
102,600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）Ｈ２８．１２月～Ｈ２９．３月分の支出について
128,340

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
69,462

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 親子で楽しむ健康講座（３月３日）にかかる報償金の支出について
9,160

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師等への報償金の支出について（平成29年2月分）
31,190

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について）
914,500

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
334,851

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（２月分）の支出について
197,343

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成２８年１２月～平成２９年２月分の支出について
626,498

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）Ｈ２８．１２～Ｈ２９．２月分の支出について
105,840

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費（３月分）の支出について
2,953,580

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年８月～平成２９年３月分の支出について
280,457

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
57,682

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年１月～３月分）の支出について
215,750

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
305,800

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年２月分）の支出について
144,400
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浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代・給食費）平成２８年７月、平成２９年２月分の支出について
32,024

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費・文書料・検診料）１～３月分の支出について
74,820

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２９年２、３月分の支出について
1,016,722

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
5,544

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
842

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
7,386

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障害者医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２９年３月支払決定分）
620,514

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２０１５６　３月支払分
4,103

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１６０　３月支払分
8,289

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１５２　３月支払分
18,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２３０００９　３月支払分
149,875

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１５３　３月支払分
79,962

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２０１６１　３月支払分
81,072

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１５１　３月支払分
18,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２３００１０　３月支払分
59,316

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２９年３月支払決定分）
115,511

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査に係る調査世帯手当の支払いについて（平成２９年２月分）
10,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
18,792,574

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）（平成２９年２月分）の支出について
78,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年２月～３月分）の支出について
101,105

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
9,803,676

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
312,040

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）１～３月分の支出について
38,960

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（出産費）（平成２９年１月分）の支出について
18,270

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（文書料）（平成２９年１月分）の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　４月分
1,200,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
2,530

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
1,671

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
16,709

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
760

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
560

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
2,250

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２９年３月支払決定分）
205,760

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療扶助費の支出について（平成２９年３月支払決定分）
4,039

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
16,568

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
14,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用図書購入経費の支出について
10,520

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成２９年２月分）
600

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（２月分）の支出について
738

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
19,900

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
91,898

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１２３　３月支払分
79,962
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浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１４６　３月支払分
163,488

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について（平成２８年４月～１２月分）
9,534

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２０１５８　３月支払分
15,133

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度高額障がい福祉サービス等給付費の支給について（平成２８年４月～１２月分）
5,326

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３３０００８　３月支払分
29,381

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４０６　外１件　３月支払分
33,280

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４８４　外５件　３月支払分
112,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０２０８　外６件　３月支払分
129,230

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１６１０１２００４８　外５件　３月支払分
133,200

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２９年１月～３月分）の支出について
1,186,259

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年２月分）の支出について
304,650

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）１～３月分の支出について
17,400

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）２月分の支出について
6,700

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭費）平成２９年２，３月分の支出について
1,311,378

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,079

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,605

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
2,484

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
45,949

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
11,059

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
28,034

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分受取人払）の支出について
9,479

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
11,928

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,078

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
4,346

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
13,534

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
19,721

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
5,234

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０４７１　外６件　３月支払分
115,370

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
24,649

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
3,394

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,766

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
13,152

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
140,866

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
12,587

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
2,032

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
24,734

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
1,230

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
845

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
410

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
6,042

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
4,208

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
6,038

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
7,726

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（２月分一般後納）の支出について
3,768

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
198,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
240,000
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浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
100,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ）（平成２９年１月～３月分）の支出について
305,336

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡代・装具代)平成２８年３月分の支出について
423,982

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
7,830

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用公用車にかかる定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
48,276

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
180

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
3,640

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
480

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０３２０１６２　３月支払分
14,085

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１３８　３月支払分
523,549

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
180

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
720

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
83,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入経費の支出について
44,440

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
360

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
432

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
2,040

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
336

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
3,500

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
378

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（２月２３日開催分）
403,368

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会連絡協議会にかかる委員報酬の支出について（２月２３日開催分）
720

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課事務用市内出張交通費の支出について（５～９月分）
2,080

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）１６１０２２０１６３　３月支払分
2,305

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０１６５　外８件　３月支払分
174,234

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１５１０１２０５３２　外３件　３月支払分
72,275

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）（平成２９年１月～３月分）の支出について
73,039

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）平成２９年２月分の支出について
114,460

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）２、３月分の支出について
6,080

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）３月分の支出について
8,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(眼鏡、コンタクトレンズ代・装具代)平成２８年３月分の支出について
155,921

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
3,240

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支出について
2,160

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
216,000

浪速区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
216,000

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
259,842

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
45,855

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
4,862

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）
9,864

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年２月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
175,356

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年２月分　西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約)
378,000

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
10,800

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）
330,393

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
145,880

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　庁内情報利用端末機等(視覚障がい者用)の再リースにかかる経費の支出について
3,257

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年２月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
3,170
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西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
49,141

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
6,800

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,418,631

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　人事総務課事務用郵便料金の支出について
1,726

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西淀川区役所簡易専用水道検査業務に係る経費の支出について
8,262

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について（事務費・常時啓発費）
328

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙用後納郵便料金（平成29年２月分）の支出について（事務費・常時啓発費）
6,396

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成29年2月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
310,635

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川区役所簡易専用水道検査業務に係る経費の支出について
1,458

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　一般事務用電話使用料の支出について
982

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　庁内リモコンシステム用モバイル端末機のレンタルにかかる経費の支出について
3,998

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　一般事務用電話使用料の支出について
8

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 自動体外式除細動器（AED）買入にかかる経費の支出について
159,840

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,043

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
2,376

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　人事総務課・企画課分コピー代金の支出について
45,229

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成29年３月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
242,741

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年２月分　産業廃棄物収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
5,518

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成29年２月分　一般廃棄物運搬収集にかかる経費の支出について
6,289

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成29年３月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
42,837

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎用ロビーチェア（背付）購入にかかる経費の支出について
135,000

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
12,860

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　一般事務用電話使用料の支出について
17,175

西淀川区役所 人事総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所庁舎用家具固定ベルト他８点購入にかかる経費の支出について
343,602

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用カラーコーン他２点買入の経費の支出について
56,376

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
5,820

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
1,700

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成29年2月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
6,544

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成29年2月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
16,740

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成29年2月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
3,643

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成29年2月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
1,598

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払いについて（平成29年2月分・クリーンにしてグリーンなまちづくり課）
92

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大野川遊歩道等再生（ルネサンス）事業用　単管パイプほか8点買入にかかる経費の支出について
193,968

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成29年2月分）
1,792

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成29年2月分）
10,294

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成29年2月分）
2,453

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 クリーンにしてグリーンなまちづくり事業用　後納郵便の支出について（平成29年2月分）
474

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 津波避難ビルへの無線機配備に伴う電波利用料の支出について
5,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用缶バッチパーツ他3点買入にかかる経費の支出について
28,620

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川3区防犯プロジェクト用防犯カメラ電気代（２月分）にかかる経費の支出について
8,460

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費（２月）の支出について
7,616

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費（２月）の支出について
7,773

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯環境向上事業における防犯カメラ（街頭用）（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費（２月分）の支出について
295,596

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度西淀川区放置自転車対策業務及び自転車マナー向上にかかる啓発業務公募型プロポーザルにかかる選定委員報償金の支出について
11,400

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及びに～よん農園事業用　ダブルクリップほか９点買入にかかる経費の支出について
9,936

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
7,060

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
570
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西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
110

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
570

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及びに～よん農園事業用　ダブルクリップほか９点買入にかかる経費の支出について
22,680

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　クリーンにしてグリーンなまちづくり課コピー代金の支出について
1,834

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 大野川遊歩道等再生（ルネサンス）事業用　物置買入にかかる経費の支出について
118,670

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 津波避難ビルへの無線機配備に伴う電波利用料の支出について
15,000

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分クリーンにしてグリーンなまちづくり課危機管理・安全グループ事務用市内出張交通費の支出について
3,260

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全事業用のぼり他２点買入にかかる経費の支出について
47,887

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全推進事業用　自転車購入にかかる経費の支出について
14,040

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　花と緑のサポーター通信印刷にかかる経費の支出について
40,176

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両（電気自動車）のタイヤ交換にかかる経費の支出について
16,416

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用ゴム手袋他１点買入（クリーンにしてグリーンなまちづくり課）にかかる経費の支出について
29,257

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全事業用　啓発用反射シール買入にかかる経費の支出について
48,924

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　被服費 地域防災事業用レインコート買入（クリーンにしてグリーンなまちづくり課）にかかる経費の支出について
22,194

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 デジタル無線機（西淀川区役所）買入にかかる経費の支出について
76,250

西淀川区役所
クリーンにしてグリーンな
まちづくり課

平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 デジタル無線機（西淀川区役所）買入にかかる経費の支出について
1,198,150

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２９年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２９年３月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
50,074

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
370,460

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
400,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ライフイベント事業用手がた色紙の購入にかかる経費の支出について
356,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
314,240

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
50,662

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
336,034

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
3,059,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
113,903

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（戸籍登録事務用）（２月分）
14,400

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
5,765

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
12,058

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
21,097

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
55,435

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
8,905

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
100,522

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
400,011

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
22,652

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
12,848

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
30,458

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
36,271

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
234,782

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分　市内出張交通費（住民情報）の支出について
1,120

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について
1,000

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
14,753

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
7,500

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
969

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
6,454
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西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
8,100

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法に基づく療養費負担金の支出について
218,117

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業等事務用物品買入（蛍光マーカー外10点）にかかる経費の支出について
564

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
7,186

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録事務用物品購入にかかる経費の支出について（パンチ外24点買入）
88,948

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
68,682

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療事務用市内出張交通費の支出について（９月追加分）
320

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
50,662

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
336,034

西淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
3,059,814

西淀川区役所 企画課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度広報紙配付業務委託募集（公募型プロポーザル）にかかる選定委員への報償金の支出について
46,300

西淀川区役所 企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 いきいき放課後事業における'’西淀川区　英語耳'’養成事業にかかる報償金の支出について（2月開催分）
8,600

西淀川区役所 企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分企画課用　市内出張交通費の支出について
5,540

西淀川区役所 企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度西淀川区区政会議議事録作成にかかる経費の支出について（2月8日開催分）
26,271

西淀川区役所 企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分企画課用　市内出張交通費の支出について
960

西淀川区役所 企画課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西淀川区広報紙編集デザイン業務委託経費の支出について（平成29年3月号）
174,960

西淀川区役所 企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・企画課）
366

西淀川区役所 企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
22,417

西淀川区役所 企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
8,435

西淀川区役所 企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分企画課用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,896

西淀川区役所 企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（平成29年3月号）
381,672

西淀川区役所 企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地域課題解決型「広報紙きらり☆にしよど」配付業務経費の支出について（平成29年2月号）
659,614

西淀川区役所 企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 広報事業用　大阪市西淀川区役所広報板修繕にかかる経費の支出について
313,092

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 商店街にぎわい再生事業用イベント告知チラシ・ポスターの作成にかかる経費の支出について（３月５日開催分）
64,584

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業等用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月、平成２９年１月分）
1,500

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業等用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月、平成２９年１月分）
1,320

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ推進委員にかかる報酬（平成28年度下半期分）の支出について
187,200

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度商店街にぎわい再生事業用ロール紙外９点買入にかかる経費の支出について
139,637

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　地域支援課コピー代金の支出について
475

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　地域支援課コピー代金の支出について
950

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,776

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　地域支援課コピー代金の支出について
287

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,066

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,140

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
552

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域支援課事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,838

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区内工業支援事業　技術相談窓口業務用　携帯電話使用料（Ｈ２９．２月分）の支出について
1,010

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度区内工業支援事業における技術相談窓口相談員への報償金の支出について（２月分）
33,000

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,705

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,225

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,965

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,225

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,705

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　西淀川区におけるコミュニティ育成事業業務委託・西淀川区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託選定会議にかかる報償金の支出について
3,965

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 区役所附設会館管理運営事業　西淀川区民ホール冷却塔修繕工事にかかる経費の支出について
626,400

西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,520
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西淀川区役所 地域支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度活力あるまちづくりに向けた区内工業に対する支援事業等用表彰楯外11点買入にかかる経費の支出について
29,527

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年育成推進事業用賞状額ほか２点買入にかかる経費の支出について
14,742

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育支援事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
1,380

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業　色用紙外１３点買入にかかる経費の支出について
138,888

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度みんな大好き西淀川（人権啓発推進）事業「佃・千舟地域人権研修」に係る講師報償金の支出について
9,300

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 校庭等の芝生化事業「校庭芝生維持管理技術指導」業務委託にかかる経費の支出について
78,840

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用イベント用チラシ印刷にかかる経費の支出について
13,500

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 「未来の学びコンソーシアム」設立総会出席等にかかる出張旅費の支出について
58,820

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業　図書（西淀川区）買入にかかる経費の支出について
39,312

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成29年2月分）
1,174

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成29年2月分）
3,801

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成29年2月分）
4,752

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成29年2月分）
285

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援課事業用コピー代の支出について（平成29年2月分）
6,110

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 みんな大好き西淀川（人権啓発推進）事業用情報紙「おもいやり」印刷にかかる経費の支出について
25,920

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,186

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
2,050

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育支援事業用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
2,340

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業　図書（西淀川区）買入にかかる経費の支出について
9,072

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター事業（平成２９年２月分）における報償金の支出について
397,480

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業及び図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用　色用紙外13点買入にかかる経費の支出について
81,064

西淀川区役所 教育支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業及び図書に親しみ多世代が交流する環境づくり事業用　色用紙外13点買入にかかる経費の支出について
21,384

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）平成２９年３月分の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）平成２９年３月分の支出について
120,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育　追加配付分）平成２９年３月分の支出について
80,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年2月分壮年期地域健康講座報償金の支出について
10,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２８年度　成年後見等開始の審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に係る給付金（窓口３月分）の支出について
42,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
28,725

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
193,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
63,297

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
64,006

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
471,190

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,670

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,925

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
865

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
85,569

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
108,509

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
524,104

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
206,644

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
106,214

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
545,693

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,084

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
48,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉　社会復帰相談指導・家族教室　講師謝礼２月分の支出について
14,980
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西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
9,596

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
3,889

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
5,687

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
2,460

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　養護老人ホーム入所者にかかる扶助費の支出について
76,024

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（平成28年10月～12月分）にかかる経費の支出について
9,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
477

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務用平成29年2月分小口支払基金の繰入について
7,776

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用板目表紙外７点の購入にかかる経費の支出について
3,402

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,150

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,406

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉事務用板目表紙外７点の購入にかかる経費の支出について
16,811

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
143,724

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付金の支出について
60,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費　平成２９年３月分の支出について
2,401,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用自転車及び付属品の購入にかかる経費の支出について
27,108

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
1,080

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
708

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
700

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
237,215

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
132,962

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
127,720

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
270,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２９年２月分　母子保健事業乳幼児健康診査等報償金の支出について
430,240

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年度歯科健康相談事業用歯科衛生士報償金の支出について（３月６日分）
6,300

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
25,740

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
4,960

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
660

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
380

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
1,886

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
184

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第4四半期）
1,086,250

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
480

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
43,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉給付費・高額障がい児施設給付費の支出について
43,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,770

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
14,712

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
113,110

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
61,890

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,780

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
173,990
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西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,240

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
2,680

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
468

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
3,198

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
19,920

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
2,928

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
17,667

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第4四半期）
1,032,500

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
164

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター事業用平成28年度２月分後納郵便料金の支出について
15,246

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成28年12～平成29年2月分月分）
360

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２８年度２月分市内出張交通費の支出について
3,110

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度２月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
12,013

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２９年３月重度障がい者医療助成にかかる償還払いの支出について
1,356,192

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,877

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
25,152

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２９年３月一部負担金相当額等一部助成にかかる償還払いの支出について
602,571

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２８年度２月分市内出張交通費の支出について
1,580

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用平成２８年度２月分市内出張交通費の支出について
480

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２９年３月こども医療助成にかかる償還払いの支出について
897,665

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２９年３月ひとり親家庭医療助成にかかる償還払いの支出について
150,581

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用カラージョイントマット購入にかかる経費の支出について
42,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西淀川区障がい者自立支援協議会にかかる研修会講師の報償金の支出について
11,840

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「子育てを応援する担い手育成・地域連携事業」事業者選定委員にかかる報償金の支出について
6,860

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成29年2月分）
7,459

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用両開き保管庫購入にかかる経費の支出について
33,868

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成29年2月分）
15,322

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用のぼり購入にかかる経費の支出について
15,120

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
24,361

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
10,824

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
96,153

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
6,250

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,952

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
21,169

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
2,620

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
184,396

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
467,840

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,789

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
199,368

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
49,896

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
210,530

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,880

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680
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西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
141,049

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
37,700

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
58,210

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
49,672

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
41,922

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
54,220

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
38,810

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成29年2月追加分）
720

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成29年2月追加分）
640

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,259

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
865

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,104

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
3,564

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
6,430

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,280

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度　高齢者住宅改修費給付事業にかかる給付金の支出について
45,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用ディスクカッター外１７点の購入にかかる経費の支出について
648

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用ディスクカッター外１７点の購入にかかる経費の支出について
26,087

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用ディスクカッター外１７点の購入にかかる経費の支出について
5,357

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
80,213

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
67,910

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２９年３月分　結核予防接種事業（ＢＣＧ）従事医師報償金の支出について
49,780

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２９年３月分　母子保健事業（妊婦教室）従事助産師報償金の支出について
11,160

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
66,784

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２８年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
2,976

西淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　平成29年2月請求分の支出について
10,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
136,366

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
5,940

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
21,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診察料・文書料（医療扶助金）の支出について
71,480

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
22,846

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診断料（医療扶助金）の支出について
5,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
4,648

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
27,490

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
41,220

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
900,843

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
29,095

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による診断料（医療扶助金）の支出について
5,400

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
477,772

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
256,093

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
20,100

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙オムツ（生活扶助金）の支出について
10,474
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西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
8,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・検査料・診察料（医療扶助金）の支出について
74,040

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診察料（医療扶助金）の支出について
4,320

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
69,600

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修・福祉用具費（介護扶助金）の支出について
11,591

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
15,400

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
42,497

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による短期入所サービス費（介護扶助金）の支出について
8,700

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
7,500

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
43,491

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診断料・診察料（医療扶助金）の支出について
30,200

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
50,180

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（１月分）
6,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
15,060

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
54,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
84,978

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
79,920

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅工事代（住宅扶助金）の支出について
55,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
30,770

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
3,860

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
18,560

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
40,033

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
401,730

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
65,070

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（２月分）
300

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（２月分）
2,560

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課用市内出張交通費の支出について（２月分）
240

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　平成29年4月分（1回目）の支出について
15,000,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　平成29年4月分（1回目）の支出について
8,000,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　平成29年4月分（1回目）の支出について
300,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
780

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　平成29年4月分（1回目）の支出について
300,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　平成29年4月分（1回目）の支出について
1,500,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
33,484

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
142,128

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊婦検診料（生活扶助金）の支出について
3,395

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
193,680

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費（介護扶助金）の支出について
1,840

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・診察料（医療扶助金）の支出について
45,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
155,762

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
54,832

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
18,444

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
491,493

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
441,488

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（２月分）
6,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
13,142

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具費・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
23,930
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西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・検査料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料・検査料（医療扶助金）の支出について
72,650

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
17,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分)
492

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分)
82

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分)
353,924

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
275,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による引越代（生活扶助金）の支出について
247,860

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
179,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分費用（生活扶助金）の支出について
118,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
74,638

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
20,897

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
317,709

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる通院移送費（医療扶助金）の支出について
45,850

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（医療扶助金）の支出について
44,000

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
30,260

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
18,800

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,160

西淀川区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
228,124

淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（１月分）
1,355,954

淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
110,759

淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（２月分）
1,344,423

淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（１月分）
1,516,338

淀川区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１月分）
25,199

淀川区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用自動体外式除細動器（AED）買入実施並びに同経費の支出について
448,200

淀川区役所 総務課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 緊急利用にかかるタクシー代の支出について
1,240

淀川区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（１２月分）
23,310

淀川区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月第４回目）
432

淀川区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用マガジンラックの買入実施並びに同経費の支出について
82,080

淀川区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用誘導灯蓄電池の買入にかかる経費の支出について
186,138

淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所庁舎１階トイレ配管の調査・復旧作業の実施並びに同経費の支出について
41,040

淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市淀川区役所庁舎清掃業務委託　長期継続の実施にかかる経費の支出について（２月分）
138,399

淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区役所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
504,000

淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 太陽光発電設備用電気料金の支出について（２月分）
711

淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 キッズアートイベント用行事保険料の支出について
3,750

淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度契約　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入経費の支出について（２月分）
9,864

淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所外2施設機械警備業務委託の実施にかかる経費の支出について（２月分）
75,600

淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の経費の支出について（２月分）
244,030

淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度契約　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入経費の支出について（２月分）
391,674

淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市淀川区役所宿日直員用寝具等の借入経費の支出について（２月分）
9,936

淀川区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 淀川区役所庁舎電気室空調機器修繕業務にかかる経費の支出について
356,400

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
10,545

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
1,747

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（２月分）
53,777

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（２月分）
9,564

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区役所庁舎空気熱源ヒートポンプシステム膨張弁の点検・調整業務の実施にかかる経費の支出について
853,200

淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所庁舎における自動扉点検整備業務委託の実施並びに同経費の支出について（４回目）
37,800
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淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
432

淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用パンフレットケース（Ａ４判３段）ほか１点の買入にかかる経費の支出について
11,070

淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 区役所事務用ワイヤレスアンプ二式の買入にかかる経費の支出について
120,042

淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
5,636

淀川区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施並びに同経費の支出について（1月、2月分）
11,664

淀川区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）（その２）の経費にかかる支出について（１月分・２月分）
23,742

淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
248,080

淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所・淀川屋内プール複合庁舎管理にかかる水道代の支出について（２月分）
1,634,165

淀川区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 据置型交流無停電電源装置用交換バッテリーほか１点（淀川区役所）の買入にかかる経費の支出について
831,600

淀川区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課事務用シュレッダーの買入にかかる経費の支出について
259,200

淀川区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区役所庁舎駐輪スタンド撤去業務委託の実施にかかる経費の支出について
162,000

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（３月請求分）
156,954

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回分）
16,288

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（３月分）
105,044

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,377,647

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度２月分淀川区役所庁舎管理にかかる電話代の支出について
16,202

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務（証明書発行）用電話代の支出について（２月分）
3,814

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（３月請求分）
1,344

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（２月分）
1,448,770

淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理用ガス使用料の支出について（３月分）
1,397,665

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（１回目）
42,784

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小中学生向けスポーツ講座用手提げポリ袋　外１点買入にかかる経費の支出について
6,696

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務の実施並びに同経費の支出について
237,600

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 学校体育施設開放事業用収納庫の買入にかかる経費の支出について
94,500

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 学校体育施設開放事業用バレーボール支柱の買入にかかる経費の支出について
133,920

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
180,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（２月分）
2,583

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（21回目）
110,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第８回）その２
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度淀川区社会教育関係団体等学習会における所要経費の支出について（西中島幼稚園ＰＴＡ）
8,600

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（１２月分）の支出について
32,389

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用インクカートリッジの購入並びに同経費の支出について
93,934

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用カラー用紙の購入並びに同経費の支出について
26,784

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（１月分）の支出について
13,786

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（２月分）
2,583

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 成人の日記念のつどいにかかる従事者の市内出張交通費の支払いについて
4,204

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業用「安全マップ付下敷き」の印刷並びに同経費の支出について
248,175

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第１０回）
2,500

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度淀川区小学生補習充実事業にかかる報償金の支出について（１月分）
152,440

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度市民協働型自転車利用適正化業務における選定委員の報酬の支出について
30,511

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働型自転車利用適正化事業用カラー用紙ほか１点の購入経費の支出について
11,426

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民協働）にかかる市内出張旅費の支出について（１回目）
112,852

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
667

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり支援事業用鍬外３点の買入経費の支出について
11,664

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（２月分）
2,583

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,780

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,116
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淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員による放置自転車対策業務の実施並びに同経費の支出について（2月分）
88,293

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度スポーツ推進委員報酬（10月～3月分）の支払いについて
259,200

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について(２月分）
258,660

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成29年２月分の料金後納郵便料金の支出について
25,388

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立淀川区民センター及び大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営業務経費の支出について(２月分)
2,666,158

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成29年２月分の料金後納郵便料金の支出について
1,790

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における平成29年２月分の料金後納郵便料金の支出について
1,624

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（十三小学校区）の支出について
20,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ設置にかかる電柱添架料の支出について（平成２８年度）
12,096

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区内小中学生向けスポーツ講座「ヨドスポ～特別版～」にかかる講師謝礼の支出について
89,140

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用粉ミルク（その２）の購入並びに同経費の支出について
235,116

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策業務用のぼり旗の買入並びに同経費の支出について
14,904

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ運用にかかる電気使用料の支出について（２月分）
3,731

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度スポーツ出前講座にかかる講師謝礼の支出について（２月実施分）
403,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用レインウェアほか１２点の買入にかかる経費の支出について
34,037

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第１２回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度淀川区ＬＧＢＴ支援事業公募型プロポーザル選定委員会にかかる報償金の支出について
26,480

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルームにかかる報償金の支出について（２９年３月支払分）
187,100

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第１３回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第１１回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（２回目）
60,947

淀川区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 淀川区民センター第１会議室タイルカーペット（その２）の買入にかかる支出について
299,484

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
3,700

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
1,800

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　平成２９年３月分支払資金（一般）の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
428,737

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　平成２９年３月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年度国民健康保険等システム再構築にかかる端末操作研修市内出張交通費の支出について
300

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年度国民健康保険等システム再構築にかかる端末操作研修市内出張交通費の支出について
1,080

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険等システム再構築にかかる端末操作研修市内出張交通費の支出について
3,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年２月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
800,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年２月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
209,720

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険等システム再構築にかかる端末操作研修市内出張交通費の支出について
1,200

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付金の支出について
11,100

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
463,924

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（退職）の支出について
12,795

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出（保険）について（平成２８年１２月分）
8,832

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成２８年１２月分）
5,715

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（平成２９年１月分）
6,231

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年２月支給決定代理受領方式による保険者間調整にかかる国民健康保険療養費等の支給について
2,237,126

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年２月支給決定代理受領方式による保険者間調整にかかる国民健康保険療養費等の支給について
71,694

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（１月分）
7,439

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（１２月分）
6,659

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（１２月分）
15,124

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（１月分）
5,504

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用自動車臨時運行許可番号標の買入にかかる経費の支出について
86,400
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淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出（保険）について（平成２９年１月分）
12,048

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
2,400

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
281,510

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年１月分）
539,895

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年１月分）
1,079,791

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
2,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年１月分）
539,896

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用品（トナーカートリッジ）の買入にかかる経費の支出について
269,730

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用ゴム印買入にかかる経費の支出について
9,520

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等業務用プリンタートナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
53,973

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等業務用プリンタートナーカートリッジ買入にかかる経費の支出について
107,946

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年２月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
1,041,789

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年２月支給決定国民健康保険療養費（退職）の支給について
17,862

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
393,186

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務等にかかる事務用品（指サック他７点）買入にかかる経費の支出について
79,597

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務等にかかる事務用品（指サック他７点）買入にかかる経費の支出について
15,611

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務等にかかる事務用品（指サック他７点）買入にかかる経費の支出について
48,168

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務等にかかる事務用品（指サック他７点）買入にかかる経費の支出について
3,261

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料（管理）の支出について
11,760

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
60,817

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料（管理）の支出について
997,391

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年３月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
181,625

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年３月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
700,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年３月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
628,610

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
54,627

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
74,715

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,265

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事務用市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
1,320

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年２月分）
539,896

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年２月分）
1,079,791

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（平成２９年２月分）
539,895

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険事業等にかかる市内出張交通費（保険）の支出について
288

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険事業等にかかる市内出張交通費（保険）の支出について
2,696

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険事業等にかかる市内出張交通費（保険）の支出について
1,464

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年３月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
1,083,026

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成２９年３月支給決定国民健康保険療養費（退職）の支給について
18,302

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 平成２８年度国民健康保険事業等にかかる市内出張交通費（保険）の支出について
3,288

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２９年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
19,615

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２９年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について
114,137

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる平成２９年２月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
80,000

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）担当者事務会議用市内出張交通費の支出について　　（２月分）
1,280
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淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区役所窓口サービス課（住民登録・戸籍）にかかる書類搬送設備保守点検業務委託経費の支出について（第３回）
27,432

淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
190,418

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,931

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,147

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）３月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）３月分
150,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
216,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,440

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
24,928

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
69,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　手数料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
158,089

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
55,980

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新高小学校　平成２９年１月分）
47,099

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
32,624

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,440

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
57,849

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（1月分）
748,170

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
9,515

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
4,427

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
13,395

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,480

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
156,610

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

寡婦福祉貸付金 貸付金　貸付金 寡婦福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区地域福祉推進ビジョン啓発用チラシの印刷経費の支出について
22,032

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
265,056

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,805

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,773

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,130

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
239,936

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
464,668

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
77,588

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,376

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
14,750

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
57,950

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
120,700

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
127,143

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,664

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
61,370

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
16,848

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
10,368

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,088
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
36,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
54,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
66,743

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
42,690

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
32,959

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
66,128

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
457,464

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
99,791

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
1,062

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
1,742

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
125,440

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,800

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
50,766

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（１月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,571

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
15,940

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
148

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
267

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
86,040

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
16,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練教室にかかる講師料の支出について（平成29年2月分）
9,780

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業」委託事業者選定委員報酬の支出について
28,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
12,347

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１２月分）
23,385

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
4,120

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
5,740

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成28年度大阪市淀川区保健福祉センター事業用白衣等洗濯業務委託 (概算契約)にかかる経費の支出について（１月分）
11,480

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１２月分）
3,491

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
93,760

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１２月分）
8,884

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１２月分）
1,424

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（１月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用プリンタートナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
35,283

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（１２月分）
40,491

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（１月分）
33,771

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ２月分）にかかる医師報償金の支出について
99,560

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
523

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
133,950

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１２月分）
5,160

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
1,512

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１２月分）
1,318

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉・介護保険業務用プリンタートナーカートリッジの買入経費の支出について
30,348
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１月分）
9,093

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉・介護保険業務用油性マーカーほか１４点の買入経費の支出について
7,337

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１月分）
3,855

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,437

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
566,024

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
46,880

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
47,474

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
275,900

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉・介護保険業務用油性マーカーほか１４点の買入経費の支出について
43,489

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉・介護保険業務用プリンタートナーカートリッジの買入経費の支出について
60,696

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（１月分）
4,389

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（１月分）
22,365

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 公用車の車両継続検査にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
25,830

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 公用車の車両継続検査にかかる自賠責保険料及び重量税の支出について
24,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,851

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
238,680

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
152,280

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,980

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
42,970

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,460

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
440,114

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操用負荷調整おもりバンド他1点の購入にかかる経費の支出について
85,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
23,714

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
143,290

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
26,720

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（南郷中学校　平成２８年５月～９月分）
14,280

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（木川小学校他３件　平成２９年２月分）
284,746

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
24,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
148,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,300

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
76,568

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
61,140

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三国小学校他１件　平成２９年２月分）
106,395

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
15,120

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
93,300

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
19,290

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
14,340

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
167,345

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
397,596

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用脱衣かご等１５点の買入にかかる経費の支出について
38,340

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室相談業務用ふせん他１０点の買入経費の支出について
28,463
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
139,096

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
62,345

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
3,420

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
6,776

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
90,720

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,728

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（三津屋小学校他３件　平成２９年２月分）
299,471

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
5,238

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,147

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
17,973

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 社会復帰相談指導事業用カラー用紙他８点の買入にかかる経費の支出について
8,607

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（２月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用書籍の購入にかかる経費の支出について
51,840

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
1,747,918

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
169,823

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
35,317

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
62,800

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
4,320

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員・児童委員費用弁償(第４四半期)の支出について
1,671,668

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１０月～１月分）の支払いについて
504

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
19,014

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１０月～１月分）の支払いについて
540

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
518,580

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,904

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１０月～１月分）の支払いについて
20,609

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１０月～１月分）の支払いについて
6,560

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（１０月～１月分）の支払いについて
4,224

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
840

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
38,316

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
199,800

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
50,490

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
136,120

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,890

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度児童手当給付費２月分の支給について
20,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児給付費の支給について
11,492

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
4,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
2,300

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児給付費の支給について
4,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
140,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
8,970

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
60,780
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
360

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
96,230

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
61,649

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
4,086

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室２月分講師料の支出について
9,340

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金第４四半期分）の支出について
159,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,394

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
39,798

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
485,285

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
102,924

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる平成２９年４月分生活保護費の支出について
25,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
77,263

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる平成２９年４月分生活保護費の支出について
15,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる平成２９年４月分生活保護費の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（宮原小学校他５件　平成２９年１～２月分）
559,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
1,488

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる平成２９年４月分生活保護費の支出について
50,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる平成２９年４月分生活保護費の支出について
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（３月分）にかかる支出について
2,402,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座講師にかかる報償金の支出について（３月分）
8,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 在宅医療・介護連携事業用カラープリンタインクカートリッジの買入にかかる経費の支出について
22,086

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用パンチラベル外２４点の買入にかかる経費の支出について
4,925

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用パンチラベル外２４点の買入にかかる経費の支出について
38,016

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用パンチラベル外２４点の買入にかかる経費の支出について
56,300

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用パンチラベル外２４点の買入にかかる経費の支出について
22,917

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
64,550

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
149,728

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,680

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
249,040

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
108,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
5,562

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
39,720

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
6,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
427

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
18,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,454

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,584

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
46,068

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子ども未来輝き事業（小学生・中学生のための学習支援事業）委託事業者選定委員会報酬の支出について
28,160

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
140

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
3,545

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
10,630

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
738

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
89,480

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,320
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度３月分重度障がい者医療費助成の支給について
2,486,852

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,999

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
69,984

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
522,071

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
50,050

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,113

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
584

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
3,219

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,654

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度３月分一部負担金相当額等一部助成の支給について
528,333

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,730

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 行旅死亡人にかかる葬祭委託料の支出について
153,069

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査手当の支給について（２月分）
3,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新高小学校　平成２９年２月分）
64,340

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
22,454

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月　受取人払分）
415,810

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
41,587

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度３月分こども医療助成の支給について
1,150,418

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,756

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度３月分ひとり親家庭医療費助成の支給について
246,748

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
34,622

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
102,388

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
5,108

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
2,202

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（２月分）
1,824

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
4,970

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
8,664

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
660

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
560

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
480

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会及び介護保険認定審査会用お茶の買入にかかる経費の支出について
3,369

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
97,044

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
50,933

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
290,141

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,675

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,523

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
36,720

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
51,730

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
31,950

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
121,566

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
41,041

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
35,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
82,564

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
24,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
6,944
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
12,060

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
64,110

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,050

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
1,640

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
75,547

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
28,250

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
105,756

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
124,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費（９月分）の支出について
1,920

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（２月分）
31,190

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
2,952

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
1,340

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 障がい支援区分認定審査会及び介護保険認定審査会用お茶の買入にかかる経費の支出について
15,163

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
660

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉業務および介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（１２～２月分）
380

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費（１１月分）の支出について
7,520

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
912

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
3,500

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
1,296

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
10,395

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
30,532

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
9,170

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
80,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
5,600

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
148

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,010

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,580

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,820

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
89

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
230,170

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
988

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
304

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
338

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費（１１月分）の支出について
280

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 母親教室用カラー用紙他１０点の購入にかかる経費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
20,993

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
92

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
17,692

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
7,958

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
5,952

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
136,025

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,722

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
1,148
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淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
8,616

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用浸透印の買入にかかる経費の支出について
6,102

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母親教室用カラー用紙他１０点の購入にかかる経費の支出について
5,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
26,692

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
13,414

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 母親教室用カラー用紙他１０点の購入にかかる経費の支出について
12,967

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
140

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費（１１月分）の支出について
420

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（２月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用テープのり他１点の買入にかかる経費の支出について
9,089

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 栄養指導事業用耐熱ラップ他６点の買入にかかる経費の支出について
31,870

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 がん検診及び特定健診広報用卓上ミニのぼり旗一式の買入（その２）にかかる経費の支出について
72,900

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」編集印刷業務に係る経費の支払いについて(特別号３回目)
41,272

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 大阪市淀川区「子育ていろいろお問い合わせ先一覧カード」の印刷にかかる経費の支出について
22,680

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業業務委託料の支出について（２月分）
243,260

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
12,624

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,382

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
18,144

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
5,094

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,100

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
10,080

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
21,469

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
18,792

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
95,775

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
2,759

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
12,918

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
394,320

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
26,200

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
125,000

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,320

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
10,080

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
200,380

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
39,700

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支給について
95,154

淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（２月分）
555,500

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 企画調整用　淀川区マスコットキャラクター夢ちゃん着ぐるみ修繕業務にかかる支出について
75,600

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 淀川区広報板撤去及び処分業務委託経費の支出について
81,000

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（平成29年1月分）
3,886

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用スティックのりほか８点　買入にかかる支出について
55,787

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用スティックのりほか８点　買入にかかる支出について
22,842

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用スティックのりほか８点　買入にかかる支出について
10,020

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報誌「YODO-REPO(よどがわレポート)」034～036号の冊子印刷について(034号分)
60,480

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区情報誌「YODO-REPO(よどがわレポート)」034～036号の冊子印刷について(035号分)
60,480

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所広報誌点訳業務委託(平成28年5月号～平成29年度4月号)にかかる経費の支出について(平成29年3月号分)
42,336

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所広報誌配布業務委託(平成28年4月号～平成29年3月号)にかかる経費の支出について(平成29年2月号分)
817,261
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淀川区役所 政策企画課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区区政会議部会データ反訳業務委託料の支出について（第２回教育・子育て部会分）
14,688

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度淀川区役所広報誌印刷業務委託(平成28年5月号～平成29年4月号)にかかる経費の支出について(平成29年3月号分)
1,135,350

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 淀川区区政会議部会データ反訳業務委託料の支出について（第２回コミュニティ力向上部会・第２回安全・安心なまち部会分）
34,425

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画調整用　淀川区マスコットキャラクター夢ちゃん着ぐるみクリーニング業務委託にかかる支出について
27,000

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区長意見交換会「区長とかたろう」にかかる手話通訳業務の実施経費の支出について
2,700

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,252

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報情報発信事業用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,904

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報情報発信事業用後納郵便料金（２月分）の支出について
82

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務・区政会議・広聴・広報情報発信事業用後納郵便料金（２月分）の支出について
20,870

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託公募型デザインコンペにおける選定委員への報償金の支出について
23,200

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民ギャラリー用展示パネルほか１点　買入にかかる支出について
183,600

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事業用パンフレットスタンドほか１点の買入経費の支出について
92,232

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民アンケート用（受取人払）後納郵便料金（２月分）の支出について
4,462

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事業用点字テープカートリッジほか６点の買入並びに同経費の支出について
10,762

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(2月分)
3,994

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(2月分)
108

淀川区役所 政策企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託(平成28年5月号～平成29年4月号)にかかる経費の支出について(平成29年3月号分)
388,800

東淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年１月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
1,340

東淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成29年２月分②）
1,283

東淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成29年２月分②）
9,956

東淀川区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」区民アンケート調査業務にかかる経費の支払について
258,984

東淀川区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入について（平成29年２月分③）
9,963

東淀川区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成29年２月分③）
3,960

東淀川区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ドラム／トナーカートリッジ外14点の購入に係る経費の支出について
277,016

東淀川区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（平成28年６月号～平成29年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について　３月号分
63,957

東淀川区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
489,240

東淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成29年２月分）
10,238

東淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成29年２月分）
388,379

東淀川区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成29年２月分）
488,981

東淀川区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支払について　２月分
313,290

東淀川区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について（２月分）
54,432

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成28年５月号～平成29年４月号）（東淀川区役所）概算印刷にかかる経費の支払について　３月号分
534,988

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東淀川区役所トイレ洗面台排水管取替修繕工事に係る経費の支出について
76,971

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成29年３月分）
14,748

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）（概算契約）経費の支払について　（３月号分）
535,187

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成28年５月号～平成29年４月号）にかかる経費の支出について　（３月号分）
291,600

東淀川区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　東淀川区役所及び同出張所宿直用寝具の賃貸借契約に係る経費の支出について（２月分）
14,515

東淀川区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年７月・８月分市内出張交通費の支出について（総務課追加分）
2,430

東淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
86,457

東淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成29年２月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
1,700

東淀川区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
8,763

東淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課（総合企画））
31

東淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用モバイル端末機に係る経費の支出について（２月分）
7,996

東淀川区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入について（平成29年３月分②）
21,240

東淀川区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（２月分）
3,780

東淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務にかかる公募型企画提案コンペ審査会外部委員への報償金の支払いについて
33,346
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東淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（総務課（総合企画））
370

東淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用消耗品の購入に係る経費の支出について（ＡＥＤ用バッテリーパック）
36,288

東淀川区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 拡声器スピーカー・マイクの買入れにかかる経費の支払について（総務課（総合企画））
77,760

東淀川区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総合企画事務用　シャープペンシル芯外15点の買入れにかかる経費の支払について（総務課（総合企画））
34,020

東淀川区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成29年２月利用分）
29,164

東淀川区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 参議院議員通常選挙にかかる個人演説会開催経費の支出について
28,897

東淀川区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（平成29年２月利用分）
7,628

東淀川区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区役所及び同出張所自動扉保守点検業務に係る経費の支出について
259,200

東淀川区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用トナーカットリッジ外２点の購入係る経費の支出について
121,824

東淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年１月・２月分市内出張交通費の支出について（総務）
17,260

東淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
1,067

東淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　後納郵便料金の支出について（総務課（総合企画））
29,333

東淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度東淀川区区政会議 第４回各部会開催にかかる議事のテープ起こし及び議事録作成業務委託契約並びに同経費の支払について
74,304

東淀川区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　備品修繕料 選挙マスコット「センキョン」の着ぐるみの修繕にかかる経費の支出について
151,200

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
11,404

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年1月受付分）
45,120

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成29年3月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金平成29年3月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成29年1月受付分）
1,100

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年2月分　国民健康保険療養費の支出について
884,865

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年2月分　国民健康保険療養費の支出について
78,260

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
3,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用にかかる自動車臨時運行許可申請書・許可証経費の支出について
39,096

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年2月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,454,434

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成29年１月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年１月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課　住民情報）
1,930

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年2月分　国民健康保険療養費・出産育児一時金の支出について
13,587

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年2月分国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年2月分　国民健康保険療養費・出産育児一時金の支出について
420,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年1・2月受付分）
270,996

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料の支出について（平成29年１月分）
129,455

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料の支出について（平成29年１月分）
5,366,025

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託料の支出について（平成29年１月分）
335,886

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年2月受付分）
45,301

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年3月分　国民健康保険療養費の支出について
997,669

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 証明書発行用システム機器（東淀川区役所）長期借入にかかる賃借料の支出について（平成29年２月分）
42,012

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成29年2月受付分）
2,400

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年2月受付分）
63,411

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（郵送料金）の支出について（平成29年１月取扱分）
710

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成29年２月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（保険年金・管理））
5,280

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（保険年金・管理））
620

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外３５点の購入経費の支出について
77,778

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外３５点の購入経費の支出について
50,954

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（窓口サービス課（保険年金・管理））
1,040

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課保険年金担当　トナーカートリッジ外３５点の購入経費の支出について
31,588

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年3月分　国民健康保険療養費の支出について
547,758
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東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成29年3月分　国民健康保険療養費の支出について
8,819

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
19,797

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行用システム機器保守業務にかかる支出について（平成29年２月分）
502

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
7,080

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
65,788

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
5,106

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
191,076

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
65,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
54,573

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
1,202,339

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年3月分国民健康保険葬祭費の支出について
800,000

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年3月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
553,270

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年2月受付分）
142,060

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
89,590

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
81,846

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について(２月分)
131,116

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成29年２月分）
11,404

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成29年2月受付分）
5,400

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成29年2・3月受付分）
290,623

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成29年２月分後納郵便料金の支出について
7,058

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成29年２月分後納郵便料金の支出について
104,863

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる平成29年２月分後納郵便料金の支出について
2,426

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費（メンバーズネット加入契約）の支出について（平成29年２月分）
933

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
755,841

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
1,511,681

東淀川区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（１月分）
377,920

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東淀川区中学生勉強会事業に係る委託料の支出について（１１～１月分）
1,828,597

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
125,760

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
198,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
326,988

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
43,807

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(通院移送費)にかかる経費の支出について
167,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
91,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
2,723,223

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における特別保育消耗品事業資金３月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における消耗品事業資金３月分の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年１月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
3,717

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区一時預かり事業に伴う補助金の支払について（第２回目）
10,375

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成29年１月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
13,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
92

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
204

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
960

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
164

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
9,046
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
3,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）保健企画
3,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
79,908

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成29年１月分）
7,041

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（東井高野小学校）
16,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東淀川区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
87,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
654,775

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（断酒会等の移送費）にかかる経費の支出について
12,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（日割り家賃）にかかる経費の支出について
10,613

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
68,750

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
32,280

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
4,364

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
6,293

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
33,283

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
27,515

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
681

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 ブックスタート事業用トートバック購入に係る支出について
149,580

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
7,518

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（転宅資金等）の支出について
212,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉センター等事務用高精度ベビースケール用ＡＣアダプター外５３点の購入経費の支出について
37,832

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年１月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（地域協働まちづくり）
19,401

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策事業　自転車購入に係る経費の支出について
41,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区一時預かり事業に伴う補助金の支払について（第３回目）
478,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２４号）
118,368

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
152,763

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
184,306

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　社会的課題解決に向けた区民提案事業－新庄ボランティア掘り起こし事業－に係る経費の支出について
500,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業に係る講師謝礼金の支出について（むくのき学園ＰＴＡ）
7,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業（維持管理）の支出について（大隅東小学校）
5,292

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
42,984

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
71,966

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
78,645

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成29年1月分）
365,328

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
6,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
3,456

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
81,587

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
10,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
60,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
837,015

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高校等就学費）にかかる経費の支出について
17,514

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
75,799

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における消耗品事業資金３月分の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
144,978

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成29年１月分）保健
12,508

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区街頭防犯カメラ電気料金の支出について（南江口1丁目3番3号）2月分
287
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成28年12月申請分）
2,193,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費の支出について（平成28年12月申請分）
677,769

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（テプラテープカートリッジ外52点）にかかる経費の支出について
95,904

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成29年１月分）保健
2,790

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（平成28年12月申請分）
645,890

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成の支出について（平成28年12月申請分）
51,433

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１月分）
134,040

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域力の向上事業(第10回 We Love 東淀川)の実施並びに同経費の支出について
23,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用衛星電話料金の支出について（1月分）
29,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東淀川区民ホールグランドピアノ調律に係る経費の支出について
8,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（下新庄小学校）
27,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
35,736

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,384

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
67,459

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
23,559

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
44,015

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
3,877

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
912,584

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（1月分）の支出について
13,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
278,801

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
61,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
215,063

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
17,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
160,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,885

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,708

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,443

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,844

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,722

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料（第２四半期分）の支出について
5,957,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
448,200

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(妊娠検査料)にかかる経費の支出について
30,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 西淡路小学校区生涯学習ルーム事業の環境整備に係るエアコンの購入及び設置について
398,520

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
145,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
129,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
8,726

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
9,562

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(非指定医療機関の診療報酬)にかかる経費の支出について
18,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
26,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
45,640

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
3,880

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
219,370

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
6,339

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
15,092
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
10,894

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,391

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
302,521

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
532,863

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(訪問看護・通院のための移送費)にかかる経費の支出について
79,272

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料)にかかる経費の支出について
78,270

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
198,262

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
99,430

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
383,601

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成29年2月分）
203,849

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
13,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（平成29年２月23日分）の支出について
31,190

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金（就学支度資金等）の支出について
363,650

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防教育講師謝礼の支出について（平成29年2月7日・10日・17日実施分）
12,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,597

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分－２）保健企画
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール事業用車1000㎞（無料）に伴うオイル交換費の支出について
3,974

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,968

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区校庭等の芝生化事業にかかる維持管理技術指導の業務委託について
1,036,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口委託事業に係る委託料の支出について（２月分）
660,429

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,764

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
990,445

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,146

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年３月分法第78条に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（出張所）
169,512

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
38,795

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分－２）保健企画
4,950

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
974

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,250

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（１月分）
318,574

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年１月分市内出張交通費の支出について（地域協働、安全安心、企画調整）
10,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成29年１月分市内出張交通費の支出について（地域協働、安全安心、企画調整）
1,440

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（社会復帰相談事業等参加のための移送費）にかかる経費の支出について
19,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（入学準備金）にかかる経費の支出について
40,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費ならびに住宅扶助費（２月分保護費追加支給）にかかる経費の支出について
7,409

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
169,557

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
242,257

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）にかかる経費の支出について
206,914

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活扶助費ならびに住宅扶助費（２月分保護費追加支給）にかかる経費の支出について
19,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
83,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 乳幼児発達相談体制の強化事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成28年２月分）
380

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（平成28年12月申請分2）
64,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
482,352

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
41,784

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
134,275

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
16,401
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
25,367

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
859,827

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
10,293

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
2,862

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
49,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
94,860

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度東淀川区スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
225,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 保健事業用東淀川区役所会議室窓ガラス飛散防止フィルムの貼り付け作業業務委託に係る支出について
42,552

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 淀川３区防犯プロジェクト事業による防犯カメラ長期借入経費の支出について（2月分）
295,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２７号）
270,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年３月分法第78条に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
279,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
33,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
54,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
327,475

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
254,863

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者診療報酬）の支出について
51,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
432,544

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 防災力向上事業　防災研修受講にかかる管外出張の経費支出について
1,680

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（地域協働、安全安心、企画調整）
7,480

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　災害用飲料水ほか３点の購入及び同経費の支出について
194,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
8,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
5,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区街頭防犯カメラ電気料金の支出について（西淡路5丁目5番32号）2月分
287

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
4,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
7,735

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
3,266

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,564

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
134,122

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 社会的課題解決に向けた区民提案型委託事業（学校編）業務委託料の支出について（東井高野小学校）（平成29年２月分）
25,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（地域協働、安全安心、企画調整）
1,100

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
574

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成29年２月分市内出張交通費の支出について（地域協働、安全安心、企画調整）
2,140

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分（地域協働まちづくり）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
120

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
35,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成29年４月分扶助費の支出について
35,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
186,995

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成29年４月分扶助費の支出について
15,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成29年４月分扶助費の支出について
390,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成29年４月分扶助費の支出について
280,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成29年４月分扶助費の支出について
7,130,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
410

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（平成２９年２月分）
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
738

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
3,665

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
246

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）保健企画
410
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外５保育所における給食費平成29年３月分の支出について
4,160,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり平成29年3月9日（第8回部会）開催に伴う学識経験者の報償金の支出について
17,163

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（2月分）
8,657

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（平成29年２月分）保健
11,670

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用携帯電話料金の支出について（２月分）
12

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成29年２月分）
13,910

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる携帯電話の通話料の支出について（平成29年2月分）
7,021

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市立東淀川区民会館管理業務代行料（第３四半期分）の支出について
5,957,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる新庄会館使用料の支出について（平成２９年２月分）
8,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報償費　報償金 第４回東淀川区生活困窮者サポートネット連絡会に係る経費の支出について（平成２９年２月２３日開催）
14,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について　平成29年2月分（保健福祉課（生活支援）
26,275

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成29年2月分）
9,305

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
9,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成29年２月分
33,848

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成29年２月分
776

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成29年２月分
582

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（介護保険）平成29年２月分
68,492

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（介護保険）平成29年２月分
47,128

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（介護保険）平成29年２月分
6,358

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（２月分）にかかる報償金の支出について
25,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課(保健福祉)）
16,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　Ａ４用紙ほか４点の購入にかかる経費の支出について
254,467

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度絵本読み聞かせ事業に係る委託料の支出について（２月分）
720,236

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
248,596

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度第4四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,901,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３０号）
162,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２１号）
267,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　郵便料金の支出について（生活支援）
861,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料）にかかる経費の支出について
10,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
16,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度第4四半期　民生委員児童委員にかかる費用弁償の支払いについて
1,829,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成29年２月分コピー機に係る消耗品費の支出について（保健福祉課(保健福祉)）
3,681

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
224,820

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
161,940

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（２月分）にかかる報償金の支出について
99,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診（２月分）にかかる報償金の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について(介護保険)
14,331

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
144,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成29年２月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
2,540

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
19,122

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
570

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
308

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,730

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
944

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）１
20,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
140
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,230

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等に係る業務委託経費の支出について（2月分）
161,093

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,444

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
460,944

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,108

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
104,614

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
10,899

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
29,762

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
40,605

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
3,800

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
543,426

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
155,196

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,884

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,204

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第２５号）
294,192

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について（第３４号）
300,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成29年２月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
12,210

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成29年2月分市内出張交通費の支出について（生活支援）
360

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による平成２９年４月分扶助費の支出について（出張所）
4,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による平成２９年４月分扶助費の支出について（出張所）
3,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による平成２９年４月分扶助費の支出について（出張所）
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による平成２９年４月分扶助費の支出について（出張所）
200,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による平成２９年４月分扶助費の支出について（出張所）
2,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
117,533

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,624

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
13,664

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
29,352

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,582

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,366

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 防災力向上事業　東井高野地域防災講演会にかかる講師謝礼の支出について
13,060

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業　書籍の購入にかかる経費の支出について
2,138

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全対策事業　犯罪抑止啓発チラシ・ポスターの印刷製本費の支出について
82,080

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　災害時用衛星電話料金の支出について（2月分）
29,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健事業用白衣等洗濯請負代金の支出について（平成29年２月分）
8,672

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 防災力向上事業　書籍の購入にかかる経費の支出について
7,290

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
342,845

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
180,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送）の支出について
324,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
517,087

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成29年2月分）
211,744

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
1,487,989

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費１２月～２月分)にかかる経費の支出について
231,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費１月～２月分)にかかる経費の支出について
5,700

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費２月分)にかかる経費の支出について
914,316

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
3,888

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
9,180
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
115,170

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,500

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
106,490

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料・検診料）の支出について
76,870

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費（その他出産扶助）の支出について
6,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
2,395,148

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
470,456

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭券外分含む）にかかる経費の支出について
873,677

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座用カラー用紙　外10点の購入経費に係る支出について
48,308

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成29年度学校を活用した地域連携事業業務委託」委託事業者審査選定委員会委員報酬の支払いについて
97,518

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（２月分）
118,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域力の向上事業(第11回 We Love 東淀川)の実施並びに同経費の支出について
46,840

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（２月分）
361,150

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業報償金の支出について（２月分）
125,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成28年11月分市内出張交通費振替不能分の支出について
190

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯啓発事業にかかる消耗品等の経費の支出について
77,371

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年２月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（地域協働まちづくり）
38,965

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10,517

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,625

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
9,610

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
645

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
11,813

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全対策事業　地域安全防犯業務周知用チラシの印刷製本費の支出について
12,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区街頭防犯カメラ電気料金の支出について（南江口1丁目3番3号）3月分
290

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会を中心とした地域活動支援事業用携帯電話料金の支出について（平成２９年３月分）
3,582

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
6,471

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度東淀川区教育行政連絡会議及び淡路小学校・西淡路小学校統合問題合同協議会にかかる議事のテープ起こし並びに議事録作成業務
64,071

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区４・５歳児就学前子育て支援事業業務委託に係る委託料の支出について（平成29年２月分）
414,918

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 街頭犯罪抑止事業　関西電力電柱使用に伴う共架料金の経費の支出について（28年度分）
7,560

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
3,628

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
41,916

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
103,757

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
405,261

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
46,007

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,489

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
61,349

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
54,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
33,745

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
11,592

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
800,003

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
418,515

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（自転車）にかかる経費の支出について
189,054

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分料）にかかる経費の支出について
924,960

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について
219,220

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(紙おむつ代)にかかる経費の支出について
139,889

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（社会復帰相談事業等参加のための移送費）にかかる経費の支出について
10,720

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（３月分保護費追加支給）にかかる経費の支出について
11,432
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東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について
360,780

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活扶助費(生活移送費)にかかる経費の支出について
3,120

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成29年1～平成29年3月分）
425,527

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
370,547

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
114,420

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
35,660

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・検診料)にかかる経費の支出について
99,900

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者にかかる診療報酬請求）にかかる経費の支出について
224,400

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）にかかる経費の支出について
21,600

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高校等就学費）にかかる経費の支出について
14,350

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
45,861

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
6,816

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
12,932

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
1,751

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
3,109

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
35,000

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用リットマンクラシックⅡ小児用リム（ブラック）他2点の購入経費の支出について
1,836

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
31,160

東淀川区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費2月分の支出について
16,000

東成区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（１月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成・北中道・中本・東中本・深江・片江・宝栄地域）にかかる経費の支出について（２月号分）
363,717

東成区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
4,226

東成区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託　平成28年5月号～平成29年4月号にかかる経費の支出について（３月号分）
191,970

東成区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（１月分）
8,046

東成区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用物品（タイルカーペットほか4点）購入経費の支出について
375,991

東成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,402

東成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区役所汚水槽及び受水槽修繕工事の実施及び経費の支出について
486,000

東成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託 平成28年5月号～平成29年4月号（概算契約）の経費の支出について（３月号分）
59,590

東成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内従事者業務委託にかかる委託料の支出について（２月分）
297,702

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,238

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
5,488

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区）一式長期借入（庁内端末５台）にかかる経費の支出について（２月分）
6,554

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
14,688

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器（東成区役所）一式長期借入（庁内端末４８台他）にかかる経費の支出について（２月分）
156,574

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,028

東成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
353,198

東成区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（２月分）
854,648

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成２８年５月号～平成２９年４月号）　概算印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
429,818

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（２月分）
1,197

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中道地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
37,449

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（今里地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
30,780

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
662,742

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成29年２月分）
3,448

東成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成29年２月分）
5,002

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉センター（分館）電気使用量の支出について（３月分）
166,395

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,642

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
472



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
5,839

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
50,246

東成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東成区民アンケート調査業務委託の実施及び経費の支出について
743,040

東成区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
11,268

東成区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託にかかる企画提案コンペ審査委員報酬の支出について
48,759

東成区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（２月分）
6,692

東成区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報用事務用品ラベルシール外８点の購入について
112,212

東成区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（東小橋地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
29,036

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁内情報利用端末接続用液晶ディスプレイの購入及び経費の支出について
36,288

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（２月分）
23,106

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所電話料金の支出について（２月分）
16,202

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
6,102

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
4,842

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（神路地域）にかかる経費の支出について（３月号分）
52,018

東成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（２月分）
3,780

東成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区保健福祉センター分館空調機修繕業務の実施及び同経費の支出について
677,160

東成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報関連証明発行システム回線使用料の支出について（２月分）
3,814

東成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報用及び保健福祉課用タブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
12,810

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２７年１月～２９年１月分）
635,281

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２９年３月分）
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２９年３月分）
840,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分）資金前渡　一般
100,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について（平成２９年２月分）
976,420

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタの移設業務委託にかかる経費の支出について
10,800

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（平成２９年２月分）
950,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,400

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１月分）
2,616,260

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（１月分）
344,366

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分②）一般
4,177

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（平成２８年４月～２９年２月分）
567,122

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
5,950

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
68,980

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
7,197

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録事務用後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
966

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
35,207

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
11,538

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
9,878

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
450,508

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
205,914

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理２月分）
4,056

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（3月分）一般
2,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分）一般
55,041

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
22,531

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
13,440

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険２月分）
46,595

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
1,060

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
7,429
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東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
1,804

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（２月分）
319

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（3月分②）一般
2,900

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（3月分③）一般
120,339

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（平成29年２月分）
648

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
20,664

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタトナー購入経費の支出について
12,218

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
20,828

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
9,147

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタトナー購入経費の支出について
208,102

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
22,961

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタトナー購入経費の支出について
12,960

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
1,644

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
13,119

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等事務用プリンタトナー購入経費の支出について
6,480

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約（平成２９年２月契約変更分）にかかる経費の支出について（２月分）
218,700

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（２月分））
2,616,260

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機の利用料金の支出について（２月分）
20,544

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10,000

東成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託長期継続契約経費の支出について（２月分））
344,366

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
669,874

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
79,962

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１２月・１月分＞の支出について（２件分）
190,041

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について（４件分）
161,362

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１月分＞の支出について
36,960

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具・眼鏡代）の支出について（５件分）
610,113

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具・眼鏡代）の支出について（３件分）
79,179

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・平成29年3月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２９年１月分）
441,559

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所　平成29年3月分追加配付）
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（北中本・東小橋保育所　平成29年3月分）
60,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
3,240

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度地域福祉活動推進事業にかかる障がい者の見守り活動を考えるワークショップ会場使用料の支出について（北中道地域）
4,500

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ４回目）
223,821

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
43,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について（２件分）
40,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
7,320

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区地域自立支援協議会・区民啓発講座用講師謝礼の支出について
6,240

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区地域自立支援協議会・区民啓発講座用講師謝礼の支出について
13,260

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成28年度地域福祉活動推進事業にかかる障がい者の見守り活動を考えるワークショップ講師謝礼の支出について（北中道地域）
16,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東成区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
75,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ３回目）
130,076

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ２回目）
80,624

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ５回目）
74,896

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
3,400
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東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具・眼鏡代）の支出について（３件分）
99,476

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について（５件分）
98,126

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による長期入院患者診療報酬の支出について
44,640

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【１月分】
37,980

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（４件分）
61,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（１０６名分）
641,017

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
27,864

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（６件分）
21,016

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
11,826

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
1,833

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
189,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用住宅地図（東成区）の購入及び経費の支出について
21,384

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（４件分）
82,230

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（２件分）
47,947

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分一般３回目）
12,160

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ７回目）
160,278

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ６回目）
108,670

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室事業従事者の報償金の支出について
13,760

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育てネットワーク構築支援事業用「ひがしなりっ子すくすく・つながるクラブ」リーフレット及びカード作成経費の支出について
171,720

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育てネットワーク構築支援事業用「ひがしなりっ子すくすく・つながるクラブ」リーフレット及びカード作成経費の支出について
26,784

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
1,066,413

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 被保護者との面談及びケア会議出席にかかる管外出張旅費の支出について
3,880

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（８件分）
82,400

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（３件分）
60,300

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
54,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
5,250

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（４件分）
50,124

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について（３件分）
56,376

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
17,330

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（８件分）
25,720

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（２月分）
49,780

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（２月分ストマ８回目）
165,476

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
69,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
1,959

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
105

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
4,380

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
3,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
396

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住民とともに考える健康づくり事業　地域版ヘルスガイド印刷経費の支出について
61,560

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
972
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東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東成区地域自立支援協議会・区民啓発講座にかかる東成区民センター大ホール内の舞台関係諸設備、機器の操作並びに運用にかかる業務委託経費の支出について
34,560

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について（３件分）
231,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
38,880

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について（４件分）
324,996

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,160

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具・眼鏡代）の支出について（５件分）
45,119

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について（２件分）
450,569

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（２月１０日実施分）
31,190

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
2,358

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
3,991

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 母子保健事業用物品（医療用体重計）購入経費の支出について
41,580

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
1,188

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
9,600

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 発達障がい児支援事業における啓発リーフレット等の印刷及び経費の支出について
145,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分ストマ）
140,475

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
28,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
40,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について
4,500

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について（２件分）
119,570

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修・福祉用具購入にかかる費用の支出について（２件分）
13,120

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
10,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（４件分）
51,018

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
32,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
28,920

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,970

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見等市長審判請求に係る成年後見人の報酬支払いについて
190,080

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民とともに考える健康づくり事業用物品購入経費の支出について
282,269

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（平成２９年３月分）
753,925

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成事業用医療費の支出について（平成２９年３月分）
480,528

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（２月分）
21,931

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（平成２９年２月分）
267,269

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（平成２９年２月分）
62,104

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
380

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
648

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
2,820

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（２月分）
480

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
1,047

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
218,356

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
81,824

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（２月分）
72

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
48,600

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（６５名分）
462,813

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
84,240

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
115,240

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について（２件分）
26,055
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東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
32,189

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（８件分）
31,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
14,040

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
8,100

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「おまもりネット事業」を活用した高齢者・障がい者等支援セーフティネット構築事業にかかる第２回事業者選定委員会委員謝礼の支出について
41,640

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,334

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
246

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第４四半期）の支出について
1,030,875

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
228,693

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,123

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
26,343

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,173

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
34,550

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
14,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
8,000,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
100,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月２回目教育扶助費追加分）
80,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（４月分）
2,500,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
4,973

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,034

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,208

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
818

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
970

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第４四半期）の支出について
980,875

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
54,147

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
16,822

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,782

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
164

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
9,604

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（平成29年3月分）
1,276,960

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,558

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
45,325

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
19,229

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,999

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立診断書料の支出について
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉課事業用業務案内チラシの印刷経費の支出について
20,520

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分一般）
12,600

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について
28,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜１、２月分＞の支出について
95,010

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
90,900

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について（３件分）
91,352
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東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
19,980

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修・福祉用具購入にかかる費用の支出について（２件分）
15,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
2,916

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
22,680

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（３月分）の支出について（２０名分）
86,309

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,970

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 平成28年度在宅医療・介護連携推進事業にかかる啓発用リーフレット作成経費の支出について
86,400

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
4,460

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
430

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
960

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
520

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
1,099

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
2,188

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
698

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
6,303

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
345

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
6,921

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
240

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
324

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(３月分）の支出について（５件分）
63,950

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡・装具代）の支出について（３件分）
34,072

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
233,020

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
1,960

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
1,100

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
2,267

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
640

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
891

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
660

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
679

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
786

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
337

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用コピー料金の支出について（２月分）
16,799

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成29年１月・２月分）
732

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費償還給付にかかる支出について
4,022

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児通所給付費償還給付にかかる支出について
6,635

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
20,100

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（２月分）の支出について
19,600

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
1,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修扶助費の支出について
223,632

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費（引越代）の支出について
115,798

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
40,200

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜２月分＞の支出について
115,300

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
20,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
172,032

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東成区発達障がい児支援事業従事者（発達障がいサポーター）への報償金の支出について【２月分】
56,540

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
1,908
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東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住民とともに考える健康づくり事業における健康教育用冊子の作成にかかる印刷経費の支出について
66,960

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
2,040

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
6,804

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報償費　報償金 平成28年度地域福祉活動推進事業にかかる障がい者の見守り活動を考える取組みの報告・交流会講師謝礼の支出について
51,560

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分一般２回目）
27,080

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（３月分ストマ２回目）
66,326

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（３月分）の支出について（２件分）
22,100

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代の支出について
19,236

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,000

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
10,800

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
16,260

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
10,970

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
16,300

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成28年度第３回コホート検討会参画医師への報償金の支出について
11,360

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
5,280

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
820

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（２月分）
355,570

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師への報償金の支出について（２月分）
11,160

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
1,300

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
3,900

東成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年３月分）
3,400

東成区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子で楽しめるマリンバ・ピアノコンサート」（東中本幼稚園PTA）講師謝礼及び保育謝礼の支出について
17,040

東成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災対策事業用事務用品（賞状用紙）の買入にかかる経費の支出について
4,644

東成区役所 市民協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「マジックショー体験講演」（今里幼稚園PTA）講師謝礼及び保育謝礼の支出について
16,400

東成区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防犯カメラ（街頭用）（東成区役所）（その２）一式　買入経費の支出について
1,508,641

東成区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,000

東成区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,940

東成区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度スポーツ推進委員報酬の支出について（10月1日～3月31日分）
158,400

東成区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 PTA・社会教育関係団体対象学習会「親子で楽しめるマリンバ・ピアノコンサート」（東中本幼稚園PTA）講師謝礼及び保育謝礼の支出について
17,040

東成区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東成区民センタートイレ呼出表示装置増設工事にかかる経費の支出について
246,564

東成区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度東成区住工共存まちづくり懇談会コーディネーター報償金（１月分）の支出について
9,500

東成区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「わが町工場見てみ隊」パンフレット印刷・パネル制作業務経費の支出について
106,272

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用コピー料金（２月分）の支出について
41,934

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
4,150

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
5,496

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
1,800

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
1,230

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
1,250

東成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（２月分）の支出について
912

東成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度東成区住工共存まちづくり懇談会コーディネーター報償金（２月分）の支出について
9,500

東成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「わが町工場見てみ隊」パンフレット印刷業務の実施及び同経費の支出について
54,432

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
6,000

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度東成区住工共存まちづくり懇談会コーディネーター報償金（４～11月分）の支出について
112,100

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（２月分および５・９・１０・１１・１月追加分）の支出について
10,462

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（２月分および５・９・１０・１１・１月追加分）の支出について
1,604

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
1,800
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東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分）
7,280

東成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（２月分および５・９・１０・１１・１月追加分）の支出について
840

生野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の実施経費の支出について（１月分）
14,164

生野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（２月分①）
4,200

生野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（２月分①）
674

生野区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅に係る電話基本料の支出について（2月分）
2,766

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
22,453

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
6,912

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
100,116

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
22,356

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
7,560

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
33,048

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（2月分）
523,800

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
5,162

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式のリース費用の支出について（2月分）
10,141

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施経費の支出について（２月分）
539,665

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（２月分）
5,184

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度調達庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（2月分）
270,360

生野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外8点（生野区役所）買入経費の支出について（２月実施分）
39,463

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業用絵本講座「絵本が子どもに届けるもの」にかかる報償金の支出について
11,400

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
36,650

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
1,974

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（２月分）
526

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業にかかる委託経費の支出について（2月分）
1,612,200

生野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生野区役所宿日直寝具等賃貸借業務の実施経費の支出について（２月分）
8,640

生野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払い基金の繰入にかかる支出について（H29.3①）
108

生野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（H29.2②）
648

生野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払い基金の繰入にかかる支出について（H29.3①）
362

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課市内出張旅費の支出について（29年2月分）
16,743

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
10,568

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
18,484

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
35,856

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
5,773

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
36,654

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
41,914

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
39,367

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
27,216

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
8,686

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
6,771

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
3,921

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
16,887

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（平成29年3月号分）
27,000

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成29年3月号分）
23,700

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（平成29年3月号分）
47,400

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 総務課（統計担当）市内出張旅費の支出について（29年2月分）
1,260

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
1,548

生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用シャープペンシル（１０本入）外120点買入(生野区役所)の実施経費の支出について（2月実施分）
1,703
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生野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（２月分）
6,150

生野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 生野区役所内（宿直室）空調設備修繕業務の実施経費の支出について
118,800

生野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー料金の支出について（２月分）
69,920

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
7,042

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
7,041

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用子機付電話機外１点　買入（生野区役所）の実施経費の支出について
15,465

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（３月分）
16,202

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成29年3月号分）
194,967

生野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広報事業用生野区広報紙新聞折込広告業務委託経費の支出について（平成29年3月号分）
277,879

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（H29.3②）
14,388

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成29年3月号分）
259,281

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（平成29年3月号分）
233,091

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成２９年２月、３月分）
4,247

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口基金の繰入にかかる支出について（H29.3②）
738

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度 生野区役所受水槽清掃業務委託の実施経費の支出について
80,784

生野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務の実施経費の支出について（２月分）
14,375

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外４点買入（生野区役所）の実施経費の支出について（３月実施分）
6,220

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外４点買入（生野区役所）の実施経費の支出について（３月実施分）
18,219

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外４点買入（生野区役所）の実施経費の支出について（３月実施分）
6,223

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所地下駐車場管理室監視用モニター外２点買入にかかる支出について
2,160

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外４点買入（生野区役所）の実施経費の支出について（３月実施分）
27,064

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所（市民局証明書発行システム）にかかる通信料金の支出について（平成２９年３月分）
3,814

生野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生野区役所地下駐車場管理室監視用モニター外２点買入にかかる支出について
397,440

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　平成２９年３月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　平成２９年３月１日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　平成２９年３月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　平成２９年３月１日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（１月分）
19,210

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（１月分）
29,220

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 保険者間調整に伴う療養費の支出について
5,453

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（２月分住民情報担当分）
8,440

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費負担金（３月分資金前渡金）の支出について
200,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月14日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金（３月分資金前渡金）の支出について
1,500,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金加算金の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年３月１５日支払分
6,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年３月１５日支払分
162,401

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年３月１５日支払分
297,097

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ８～１２月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
13,330

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 窓口サービス課（住民情報）事務用　臨時運行許可申請書・許可証の印刷依頼、購入経費の支出について
50,760

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（３月分住民情報担当分）
10,400

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
500

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
480

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
1,100

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（２月分）
27,060

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
11,996

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
74,077

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
64,786

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
88,122

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
48,779

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,108,631
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生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
100,378

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
125,679

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
26,019

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
137,573

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 １～３月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
5,650

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・３月分）
773,191

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 254～268 15件）
750,000

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　67～68 2件）
617,040

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,144

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用『五訂版　前科登録と犯歴事務』他4点買入に係る経費の支出について
9,244

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
100,426

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,431

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 住民情報事務用『五訂版　前科登録と犯歴事務』他4点買入に係る経費の支出について
14,688

生野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,640

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
125,510

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（平成２９年３月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（平成２９年３月分）
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
94,812

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
57,240

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年1月分）
17,340

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
70,860

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,860

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
911,364

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
235,420

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　生野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
237,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
188,065

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
367,530

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,638

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,738

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支出について（平成29年1月分）（3月3日振込分）
25,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
108,762

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
324,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成28年10・11・12月分、平成29年1月分）
219,900

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（短期入所サービス費）の支出について
5,730

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
45,750

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
17,640

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 「介護予防・日常生活支援総合事業」等周知用チラシの作成にかかる印刷経費の支出について
98,820
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
192,524

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
31,968

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
47,304

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
285,793

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
54,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
29,746

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
2,820

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
334,034

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉アクションプラン推進支援事業にかかる印刷機用インクの購入経費の支出について
122,688

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
16,384

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,100

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度　第３回コホート検討会にかかる報償金の支出について
14,160

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,402

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
14,688

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,880

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
3,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,300

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
34,950

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,250

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修給付費の支出について
151,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
97,160

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
128,700

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
45,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
10,108

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
202,125

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
16,200

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,986

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
35,360

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
235,224

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
167,970

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
9,265

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,166

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
593

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
552

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,931

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
6,075

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
11,370

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
11,800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「発達に課題のある子どもへの支援の充実事業　いくみんすくすくスクール（Ｈ29年2月20日分）にかかる作業療法士謝礼の支出について
15,600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
49,250
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
120,685

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年2月分）
177,440

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
4,239

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
82,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
374,279

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
760,704

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
143,601

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
255,566

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
173,412

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
425,117

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,280

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
43,756

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,182

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
124,430

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,480

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
119,665

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
206,087

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,220

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
47,700

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,060

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
379,610

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
109,230

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
56,850

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
79,980

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
55,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
49,778

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
19,980

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
13,516

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,304

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
241,408

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室講師謝礼の支出について（平成28年度2月分）
6,880

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室講師謝礼の支出について（平成28年度2月分）
7,540

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
144,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
129,865

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
29,010

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
481,064

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判に関する診断書作成経費の支出について
5,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,056,040
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支給について
153,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
31,908

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
50,788

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
30,600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
940

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
214,416

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成28年度BCG予防接種報償金の支出について(2月分)
49,780

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２９年２月分乳幼児健診等用報償金の支出について
386,760

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
6,876

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
798

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
2,268

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
74,345

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
640

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
720

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
40,716

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
59,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
269,460

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
34,493

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
32,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
120,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
87,160

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,512

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
230,020

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
218,584

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
1,215

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
49,794

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
1,680

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
590

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年8月分）
590

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
99,360

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
58,104

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
120,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
33,440

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
42,480

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
232,390

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
227,860

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第4四半期）
1,857,375

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
49,360

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
230,046

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年2月分）
28,886

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年2月・3月分）
1,552,082

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,360

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
276,339

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
236,420

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第4四半期）
1,777,375

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
620
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
196,633

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付金の支出について
300,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
3,260

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
21,600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
38,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
30,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
17,500,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
8,136

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
21,540

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる4月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
3,000,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について(平成２９年３月分)
1,080,320

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
234,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
2,083

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
502

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
2,396

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
1,787

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
1,338

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
3,106

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
4,892

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
222,561

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
538,006

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）生活支援適正化担当業務用ＰＨＳサービス使用料の支出について（1月分）
3,030

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
39,950

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
7,470

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
118,173

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,022

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
25,920

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
584

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
574

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
420

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
26,156

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
1,889

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
784

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
4,943

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
3,376

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
8,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
656

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
17,030

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（２月分）の支出について
440

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（2月分）
4,200
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
6,034

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
564

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 生野区地域自立支援協議会に係るガイドヘルパー派遣の支出について
9,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 生野区地域自立支援協議会手話通訳派遣に係る支出について
12,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
920

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
1,340

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
2,560

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
720

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
300

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２）の支出について（2月分）
32,950

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
109,800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
91,745

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
86,400

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
27,990

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
3,750

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
51,020

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
5,672

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
212,516

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
240

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年11月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長申立に関する診断書作成経費の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
7,884

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
7,286

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（2月分）
27,093

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
540

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
240

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
1,707

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
470

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
1,850

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
720

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
432

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
810

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
470

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
6,450

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
360

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
85,040

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
304,640

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年3月分）
85,559

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
21,440

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
216,548

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
46,106
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
69,417

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
100,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
940

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
560

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年9月分）
460

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉サービス）用市内出張交通費等の支出について（平成28年10月分）
480

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
15,222

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
2,244,812

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（３月分）
429,105

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成事業用医療費助成費の支出について（３月分）
17,849

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
40,164

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
107,487

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
750

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
20,816

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年2・3月分）
167,980

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
6,966

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
21,800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,490

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
15,570

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
1,106

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成事業用医療助成費の支出について（３月分）
309,128

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月分）
58,761

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務の支出について
83,646

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,440

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務の支出について
1,100

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務の支出について
25,830

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 生野区役所公用車の法定継続検査（車検）及び法定２年点検並びに自動車整備業務の支出について
32,800

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
17,394

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
984

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
31,324

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（2月分）
200,810

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（2月分）
96,331

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
3,362

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
8,282

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
1,230

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
19,498

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,710

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
38,160

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
9,910

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成29年3月分）
61,348

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
52,300

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
236,096

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成28年度BCG予防接種報償金の支出について(3月分)
49,780

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成28年度3月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,190

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用後納郵便料金（受取人払分）の支出について（2月分）
79,356
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生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
31,498

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
97,261

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
404

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
17,893

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
12,944

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）用事務用後納郵便料金の支出について（2月分）
15,252

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
142,482

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
15,961

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
909

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
205,200

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
259,200

生野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
259,200

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度生野区における夜間の青色防犯パトロール業務委託の実施にかかる委託料の支出について（1月分）
188,940

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（１月分）
36,790

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（１月分）
5,410

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（１月分）
29,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅・北巽駅周辺）にかかる委託料の支出について（1月分）
38,880

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・地下鉄小路駅）にかかる委託料の支出について（1月分）
58,320

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
450

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
1,156

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
1,036

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発事業用「春休みこどもヒューマンシアターちらし・ポスター」の印刷請負の支出について
29,413

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
246

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
1,508

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
164

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
9,096

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課２月分①）
5,460

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「第２回生野区持続可能なまちづくり活動支援事業発表会」の実施にかかる委員報償金の支出について【平成２９年２月２４日実施（３名分）】
34,320

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「食から広がる英語体験事業」業者選定会議にかかる報償金の支出について(第１回選定会議)
50,339

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業業務事業者選定会議（第1、2回目）にかかる委員報償金の支払いについて
101,758

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（１２月分）
15,760

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会にかかる報償金の支出について（大阪市立鶴橋幼稚園PTA）
12,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（小路地域まちづくり協議会）
141,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（北巽まちづくり協議会）
300,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（東小路まちづくり協議会外４件）
750,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習事業用「生涯学習フェスティバルプログラム」印刷請負にかかる支出について
6,246

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員にかかる報酬の支出について（１０月～３月分）
153,600

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（１月分）
8,430

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（１月分）
3,120

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課３月分①）
500

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課３月分①）
120

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（2月分）
6,416

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課３月分①）
2,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
1,804

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
3,116

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
7,080
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生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,580

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
3,760

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
82

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
750

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
194

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
12,319

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
10,018

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,706

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
2,059

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用料金後納郵便の支出について（２月分）
975

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（２月分）
39,500

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務用衛星携帯電話料金の支出について（２月分）
29,400

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業用啓発物品の購入経費の支出について
276,480

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所附設会館庁舎用ブラインドの購入費の支出について
233,766

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（2月分）
162

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄南巽駅・北巽駅周辺）にかかる委託料の支出について（2月分）
38,880

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・地下鉄小路駅）にかかる委託料の支出について（2月分）
58,320

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全コミュニティづくり事業ホームページ（いくパト.ＣＯＭ）にかかる回線使用料及び手数料の支出について（2月分）
3,506

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（御幸森まちづくり協議会外２件）
450,000

生野区役所 地域まちづくり課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度生野区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について（小路連合第４振興町会）
300,000

旭区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成29年１月分　※10月～12月を含む）の支出について
11,720

旭区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（にぎわい創出担当　平成29年１月分）
840

旭区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成29年1月分・ＫＤＤＩ）
40,000

旭区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成29年1月分・日本デジコム）
49,000

旭区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 旭区区政会議会議録作成業務にかかる経費の支出について（第２回３部会分）
40,338

旭区役所 総務課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 工業統計調査にかかる市内出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
1,040

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、スチール整理棚ほか２点買入経費の支出について
213,067

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
4,241

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
1,728

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
7,524

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
11,286

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
7,800

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
328

旭区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（29年２月分）
492

旭区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放課後おさらい事業用教材の購入に係る経費の支出について
21,978

旭区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 旭区放課後おさらい事業用クリアファイルほか２４点購入経費の支出について
47,748

旭区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（平成29年２月分）
4,298

旭区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
190,080

旭区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内員業務従事者派遣（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成２９年２月分）
162,900

旭区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
82,080

旭区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版制作・発送業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
44,280

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成２８年度２月分】
10,238

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、アルファ化米購入経費の支出について
325,620

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
214,099

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
3,526

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
1,822

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
2,562
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旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
2,060

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
35,205

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、消火器ほか１点（旭区役所）（その２）買入にかかる経費の支出について
35,000

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる支出について（平成29年２月分）
21,403

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
7,560

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる支出について（平成２８年度２月分）
599,879

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所における宿日直業務（宿日直専門員による宿直業務及び災害等に備えた宿日直業務）用　寝具等借入経費の支出について（平成29年２月分）
6,566

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２６年３月～平成３０年２月借入）【平成２８年度２月分】
249,202

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成２８年度２月分】
235,904

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所における宿日直業務（宿日直専門員による宿直業務及び災害等に備えた宿日直業務）用　寝具等借入経費の支出について（平成29年２月分）
9,936

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成２５年１０月～平成３０年２月借入）【平成２８年度２月分】
82,177

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、消火器ほか１点（旭区役所）（その２）買入にかかる経費の支出について
692,920

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
492

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
117,849

旭区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料の支出について（２月分）
574

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、振動ドライバドリルほか６点購入経費の支出について
135,378

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用蛍光ペンほか３１点購入経費の支出について
256,824

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用蛍光ペンほか３１点購入経費の支出について
14,850

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、振動ドライバドリルほか６点購入経費の支出について
45,900

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成28年度２月分　一般事務費）
284

旭区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支払いについて（平成28年度２月分　常時啓発用）
5,576

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（市民協働担当　平成29年１～２月分）
3,360

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（にぎわい創出担当　平成29年２月分）
560

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 　『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、ＰＣ用ハードディスクほか１点購入経費の支出について
82,042

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所外ねずみ・害虫駆除等業務委託にかかる経費の支出について
37,800

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
旭区役所庁舎、旭区保健福祉センター分館及び城北公園草花栽培場から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（その３）にかかる経費の支出について（平成29年
２月分） 34,506

旭区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用ベビーチェア（旭区役所）買入経費の支出について
123,984

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成29年２月分）
9,670

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成29年２月分）
8,814

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課コピー代の支出について（平成29年２月分）
1,250

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年３月請求（２月使用分）旭区役所における専用回線電話代の支出について
28,460

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　旭区保健福祉センター分館用ＡＤＳＬ使用料の支出について
3,939

旭区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所庁舎から排出するオフィス家具類金属屑付帯物等搬出・処分業務委託にかかる経費の支出について（平成28年度）
324,000

旭区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年３月請求（２月使用分）証明書発行システム通信料の支出について
779

旭区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 『ご近助』を基本とする地域災害対策体制の確立用、衛星携帯電話通信料金にかかる支出について（平成29年2月分・日本デジコム）
49,000

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 旭区役所誘導灯の修繕にかかる経費の支出について
16,200

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔大宮連合振興町会〕
171,061

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
4,052

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
2,738

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,104

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔大宮連合振興町会〕
11,395

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
81,921

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
2,738

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,475

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,747

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿連合振興町会〕
207,562

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔新森連合振興町会〕
13,830
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旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,733

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
4,281

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔新森連合振興町会〕
6,915

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
108,549

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔新森連合振興町会〕
13,830

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔新森連合振興町会〕
207,521

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔新森連合振興町会〕
6,915

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
2,366

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
113,461

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
4,281

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
3,888

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
3,888

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔大宮連合振興町会〕
11,395

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,563

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,777

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔大宮連合振興町会〕
5,698

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔大宮連合振興町会〕
5,698

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔古市連合振興町会〕
11,768

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,104

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,851

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
2,926

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿連合振興町会〕
13,837

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
4,052

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿連合振興町会〕
6,918

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
2,926

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔古市連合振興町会〕
5,884

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿連合振興町会〕
6,918

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
2,366

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,733

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔古市連合振興町会〕
176,452

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
66,255

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔古市連合振興町会〕
5,884

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
119,913

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
76,859

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,563

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿連合振興町会〕
13,837

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,475

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔古市連合振興町会〕
11,768

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,851

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 庁舎維持管理用壁掛け式エアコン（旭区役所）買入にかかる経費の支出について
189,105

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用デジタルカメラほか３点（旭区役所）買入にかかる経費の支出について
37,584

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔高殿南連合振興町会〕
5,851

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔太子橋連合振興町会〕
5,504

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔中宮連合振興町会〕
8,104

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔清水連合振興町会〕
8,586

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔城北連合振興町会〕
7,746

旭区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配布業務所要経費の支出について（平成２８年１０月号～平成２９年３月号）〔生江連合振興町会〕
4,733
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旭区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年３月分（２月使用分）証明書発行システム回線使用料の支出について
3,814

旭区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
20,300

旭区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付業務所要経費の支出について（平成２９年３月号）
9,720

旭区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　放課後おさらい教室指導員報償金の支出について（２月分）
611,760

旭区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課　平成29年２月分　※１月分を含む）の支出について
16,480

旭区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所　水質検査業務委託にかかる経費の支出について
29,160

旭区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所　受水槽・汚水槽及び雑排水槽清掃等業務委託にかかる経費の支出について
172,800

旭区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 城北公園フェア２０１７企画・運営業務企画提案審査委員報酬の支払いについて（2名分）
53,192

旭区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用エコオーバルクリップほか1点の買入に係る経費の支出について
267,840

旭区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き防止活動支援事業用　水性塗料５点買入にかかる経費の支出について
80,395

旭区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全対策プロジェクト用　防寒ジャケット買入（その２）にかかる購入経費の支出について
47,520

旭区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 カラー用紙ほか６点購入経費の支出について（生涯学習推進事業用）
18,684

旭区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防犯カメラにかかる保守点検経費の支出について
38,880

旭区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 イタセンパラ啓発用マスコットキャラクターシール印刷業務における支出について
75,600

旭区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用　インクカートリッジほか21点買入にかかる経費の支出について
77,918

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成29年2月分小口支払基金繰入金の支出について（にぎわい創出担当）
18,014

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,423

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,288

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,236

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
920

旭区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,960

旭区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 油性ボールペンほか7点の買入にかかる経費の支出について
203,785

旭区役所 市民協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「人権を考える区民のつどい」チラシ・ポスター印刷業務にかかる経費の支出について
44,496

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成29年2月分）
25,000

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（２月分）
54,912

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業にかかる消耗品購入経費の支出について
336,528

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区魅力発信事業用　案内板の製作及び設置にかかる業務委託（その２）所用経費の支出について
145,800

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 人権啓発用ノートパソコン　買入に係る経費の支出について
127,224

旭区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度スポーツ推進委員報酬の支出について（後期分）
153,600

旭区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 落書き防止活動支援事業用　刷毛ほか14点買入にかかる経費の支出について
88,884

旭区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成29年２月分）
10,366

旭区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（平成29年２月分）
2,558

旭区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 にぎわい創出担当事業用クリヤーブックほか６点の購入における支出について
42,890

旭区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（２月分）
2,221

旭区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策区業務用電話代の支出について（２月分）
7,697

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発用色画用紙ほか２１点買入に係る経費の支出について
116,467

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
492

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
1,968

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
1,640

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
492

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
1,348

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分　後納郵便料金（にぎわい創出担当）の支出について
11,011

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 特別弔慰金に関わる出張旅費の支出について（１１月分～３月分）
1,680

旭区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料の支出について（２月分）
2,542

旭区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（平成29年2月分追加）
10,000

旭区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 交通安全運動関係事業にかかる消耗品購入経費の支出について
34,560

旭区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯活動支援事業用　パトロールバッグほか５点買入にかかる経費の支出について
260,280
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旭区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 安全なまちづくり推進事業用　防犯ステッカー印刷経費の支出について
59,400

旭区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 旭区コミュニティ育成事業委託事業者選定会議委員報酬に係る支出について
87,228

旭区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「あさひキッズカード」利用可能店舗掲載マップ印刷業務における支出について
147,096

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
1,542

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
4,934

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
617

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
617

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
2,651

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年１月分）
295

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年3月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金支払準備金の支出について
50,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成29年3月分　国民健康保険事業用出産育児一時金支払準備金の支出について
420,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（３月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２９年１月分）
655

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２９年１月分）
8,895

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
2,511,950

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
180,586

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（２月執行分）２
186,829

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料歳出還付金（一般）及び還付加算金の支出について
1,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）及び還付加算金の支出について
63,078

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
7,174

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
52,400

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
86,036

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
506,465

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
76,704

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
58,195

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
24,977

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
91,906

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（１月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当出張旅費（２月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録事務用ボイスコールロール紙ほか１１点買入にかかる経費の支出について
137,970

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（３月執行分）１
471,757

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
17,781

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成29年3月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
450,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
5,818

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
60,193

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
1,338

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分　住民情報業務後納郵送料の支出について
1,322

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
4,280

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
535

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
535

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
2,993

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用コピー代の支出について（平成２９年２月分）
333

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について
14,000

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
395,222

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２９年２月分）
479

旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）市内出張交通費　平成２９年２月分
600
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旭区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課コピー代の支出について（平成２９年２月分）
10,651

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「マタニティカフェ」における講師謝礼の支出について
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年１月分）
1,218

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年１月分）
18,039

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２８年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）３月分の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２８年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）３月分の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる調査世帯手当（６月分）の支出について
3,400

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　旭区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
39,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見の裁判所への市長申し立てにかかる鑑定費用の支出について
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２８年度１２月・１月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
440

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度１２月・１月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
8,230

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度１２月・１月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
3,370

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２８年度１２月・１月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
380

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月09日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 大阪市母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
410,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成29年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
5,510

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「いきいき百歳体操紹介パンフレット」印刷にかかる経費の支出について
50,328

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「マタニティカフェ」チラシの印刷にかかる経費の支出について（子育て支援保健事業）
12,960

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成29年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について（追加分）
4,900

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成29年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
2,750

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 大阪市旭区民生委員・児童委員・主任児童委員名簿冊子印刷業務　その２（旭区役所）にかかる印刷経費の支出について
25,498

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
592,777

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　オムツ代の支出について
233,812

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
199,152

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成29年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について（追加分）
1,658

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成29年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について（追加分）
1,211

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成29年1月分　小口支払基金繰戻金の支出について（追加分）
4,420

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成29年2月分　小口支払基金繰戻金の支出について
6,637

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度　建物賃貸借経費(あさひあったかきち事業)の支出について（平成２９年２月分）
75,600

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
308,168

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　通院移送費の支出について
71,220

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２９年１月分の支出について
360

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２９年１月分の支出について
1,130

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）市内出張交通費　平成２９年１月分の支出について
180

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）その２
9,550

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）その２
10,200

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ノーバディーズ・パーフェクト事業にかかる講師料の支出について
8,080

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あさひ子育て相談支援事業ほかにかかる事務用品購入経費の支出について
9,754

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あさひ子育て相談支援事業ほかにかかる事務用品購入経費の支出について
20,815

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
150,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
241,750

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
548,429

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
497,521

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
818,690

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
18,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
78,734

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
113,161
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旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
149,329

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
13,976

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　家財処分料の支出について
367,200

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
147,400

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　オムツ代の支出について
120,501

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
676,841

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
82,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
280,488

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
458,476

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成２８年度市立保育所賄材料費（３月分）の支出について
2,029,260

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 おかあさんのほっと！タイム（３月開催）にかかる講師料の支出について
12,900

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
735,327

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
339,486

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健師指導事務における物品購入にかかる支出について
6,041

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２９年２月分の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２９年２月分の支出について
82

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２９年２月分の支出について
59,402

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当事務用料金後納郵便料　平成２９年２月分の支出について
457,880

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者いきいき生活推進プロジェクトにおける物品購入にかかる支出について
108,505

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
9,990

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,826

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
738

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
578,200

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
11,800,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
6,000,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
100,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
50,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（４月分）
1,550,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
246

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
222

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
120

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,130

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
24,590

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
328

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
82

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
82

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,018

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
574

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
15,420

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる平成29年２月分後納郵便料金の支出について
108,233

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,476

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
984

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金について（平成２９年２月分）
43,360

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課保健・子育て支援担当および保健福祉センター分館のコピー代の支出について（平成２９年２月分）
13,851

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（２月分）
3,101

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
59,400

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅維持費の支出について
5,940
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旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
687,392

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度３月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,780

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課介護保険　コピー代の支出について（平成29年２月分）
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用保健福祉課コピー代の支出について（平成29年２月分）
32,158

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て相談支援事業にかかるコードレススティッククリーナー購入経費の支出について
21,384

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（３月分（追加分））
2,462,021

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（３月分（追加分））
606,603

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　治療材料の支出について
305,222

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座における物品購入にかかる支出について
93,744

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
164

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
235,794

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
31,622

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,122

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
83,640

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,706

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
184

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　重度障がい者医療・65歳以上食事療養費の支出について
571,730

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
5,066

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,296

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度　老人医療(一部負担金相当額等一部助成)費の支出について
316,279

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　福祉用具購入費の支出について
21,808

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者措置費　住宅改修費の支出について
8,500

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
14,720

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者措置費　　文書料の支出について
97,740

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成29年3月分　小口支払基金繰戻金の支出について
9,113

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
4,332

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
37,030

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
92

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
62,817

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
12,300

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
9,348

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,132

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
420

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
7,506

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座（あさひ脳活塾：平成29年3月8日実施分）における講師謝礼の支出について
7,450

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,102

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,988

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分後納郵便料（地域福祉）の支出について
2,050

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「マタニティカフェ」における講師謝礼の支出について
4,300

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
163,146

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　オムツ代の支出について
453,117

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者措置費　生活移送費の支出について
81,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者措置費　教育扶助費の支出について
347,864

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者措置費　葬祭費の支出について
206,856

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２９年度あさひあったかきち事業受託者選定委員報酬の支出について
13,298

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あさひ学び舎事業用　あさひ学び舎事業公募型企画プロポーザル実施にかかる選定委員報酬の支出について
53,192
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旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度２月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
2,170

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
3,760

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度２月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
1,220

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉事務にかかる庁内端末プリンター用トナー購入経費の支出について
77,760

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課コピー代の支出について（平成２８年２月分）
19,103

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,071,375

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
360

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
560

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
640

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
666

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
1,442,461

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
720

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成２８年度２月分市内出張交通費の支払いについて（保健・子育て支援担当）
1,710

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,025,125

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成２９年度旭区子育てサービス利用者支援事業受託者選定委員報酬の支出について
41,354

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
420

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
57,545

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
5,284

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
268,689

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
13,550

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
840

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）市内出張交通費　平成２９年１・２月分の支出について
2,280

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
7,760

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支払いについて
3,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
6,800

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見市長申立てにかかる診断書料の支払いについて
5,000

旭区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
170,000

城東区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(1月分)
5,412

城東区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(1月分)
3,429

城東区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　　ロールスクリーン（総務課）　買入にかかる支出について
90,504

城東区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２９年１月分）
91,974

城東区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政情報発信事業用　モバイルデータ通信料（１月分）の支出について
3,693

城東区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　城東区民ホールの電気使用料の支出について（平成２９年２月請求分）
110,907

城東区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
38,149

城東区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
3,036

城東区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東（3月号）」点字版作成業務委託にかかる経費の支出について
72,200

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　はぐくみネット事業　講師謝礼金の支出について（平成29年2月分）
20,000

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　はぐくみネット事業　講師謝礼金の支出について（聖賢小学校・平成29年2月分）
20,000

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（平成２９年２月分）
180,971

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（平成２９年２月分）
616

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成29年度 発達障がいサポーターに係る非営利・有償活動団体保険への加入経費の支出について
88,200

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　もと城東区役所ホール機械警備業務委託にかかる経費の支出について(2月分)
16,990

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(2月分)
637,200

城東区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 城東区役所ならびに城東区保健福祉センター分館　ＡＥＤ(自動対外式除細動機)セット一式長期借入にかかる支出について(2月分)
14,040

城東区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 支出命令番号第5544号の口座振替不能による再支出について（生涯学習ルーム事業　講師謝礼金　平成28年12月・平成29年1月・2月　1名分）
8,980

城東区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区まちづくり推進費　市内出張旅費の支出について（平成２８年１２月・平成２９年１月分）
39,776

城東区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（平成２９年２月分）
1,648
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城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東」（3月号）企画・編集業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
288,813

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度城東区役所市民サービス向上に向けた職員研修業務委託料の支出について
514,080

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 EXTRA for Windows6（城東区役所）一式借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
1,214

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式　長期借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
171,149

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
30,122

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
338,590

城東区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 市内出張旅費の支出について（平成２９年２月分　統計調査）
1,080

城東区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　宿直員用寝具のレンタル経費の支出について（平成２９年２月分）
9,720

城東区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平成２８年度　第３回城東区区政会議（本会）」手話通訳謝礼の支出について
14,000

城東区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区広報誌「ふれあい城東」(3月号)新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
938,811

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区広報誌「ふれあい城東」(3月号)印刷業務（概算契約）にかかる経費支出について
840,412

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（平成２９年２月分）
1,844,691

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（平成29年2月分）
30,498

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（区民アンケート事業）の支出について（平成29年2月分）
5,151

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(2月分)
5,667

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 城東区複合施設から排出する一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬業務にかかる経費の支出について(2月分)
3,456

城東区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区広報誌「ふれあい城東（３月号）」ＳＰコード製作業務委託にかかる経費の支出について
60,264

城東区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政情報発信事業　城東区マスコットキャラクターデザイン入りグッズの購入にかかる経費の支出について
338,256

城東区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費（平成２９年２月分）の支出について
14,044

城東区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　外付けポータブルDVDドライブ（総務課）　買入にかかる支出について
10,854

城東区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　総務課　後納郵便料　平成２９年２月分の支出について
5,419

城東区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 城東区役所遠隔手話等通訳にかかる業務委託にかかる経費の支出について
54,000

城東区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
816

城東区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
9,216

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用コピー料金の支出について（平成２９年２月分）
90,991

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　城東区民ホールの電気使用料の支出について（平成２９年３月請求分）
108,807

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用（城東区民ホール分）　水道料金の支出について（平成２９年３月分）
1,555

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（平成２９年３月分）
245,681

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴコミュニケーションズ　回線使用料（平成２９年３月請求分）の支出について
2,174

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（平成29年3月請求分）
3,814

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＮＴＴ西日本　ひかり電話使用料（平成２９年３月請求分）の支出について
16,202

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　第16回城東区生涯ルーム舞台発表会における城東区民センター（ホール）を使用する際の舞台・音響・照明にかかる技術提供業務委託経費の支出について
156,600

城東区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区政情報発信事業　城東区マスコットキャラクターペーパークラフトデザイン業務委託にかかる経費の支出について
32,400

城東区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　発達障がいサポート事業サポーター謝礼の支出について（平成29年2月分）
124,225

城東区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（平成29年2月・3月分）
164,500

城東区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 支出命令番号第5983号の口座振替不能による再支出について（生涯学習ルーム事業　講師謝礼金　平成28年12月・平成29年1月・2月分　1名分）
8,980

城東区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政情報発信事業用　モバイルデータ通信料（２月分）の支出について
3,693

城東区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 芸術文化の薫るまちづくり事業用 吹奏楽フェスティバルポスター・チラシ作成・印刷にかかる経費の支出について
65,998

城東区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　新規工事費 もと城東区民ホール案内標識（国道1号線沿）撤去工事費用の支出について
755,805

城東区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区における人権啓発推進事業用「人権啓発推進員スタッフジャンパー」作成にかかる経費の支出について
58,644

城東区役所 市民協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクト」事業用物品（付箋、外１７点）の購入にかかる経費の支出について
99,370

城東区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域防災対策事業にかかる「城東区防災講演会」手話通訳に伴う謝礼金の支出について
14,000

城東区役所 市民協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業にかかる城東区防災講演会業務委託に伴う経費の支出について
18,600

城東区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度スポーツ推進委員報酬の支払いについて（下半期分）
230,400

城東区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる携帯用LEDキーライト（城東区役所）一式買入に伴う経費の支出について
210,600

城東区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（２月分）
953

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる地域安全対策用被服（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
173,615
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城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかるＡＥＤ小児用電極パッド（城東区役所）１組買入に伴う経費の支出について
19,980

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる瞬間接着剤外16点（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
35,187

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる非常用飲料水袋（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
1,223,424

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる啓発用ポケットティッシュ（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
18,900

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（平成29年2月分）の支出について
304

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 第13回城東区吹奏楽フェスティバル実施にかかる行事保険加入経費の支出について
12,930

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料（平成29年1月分）の支出について
1,691,000

城東区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域防災対策事業用　城東区防災講演会（城東区民センターホール）におけるホール舞台・音響・照明操作にかかる技術委託に伴う経費の支出について
14,040

城東区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「人と人をつなぐ城東区の絆プロジェクト」事業用LED投光器・投光器用三脚の購入にかかる経費の支出について
179,280

城東区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（２月利用分）
8,501

城東区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策支援事業にかかる「防災マップ成育地域版」印刷業務（城東区役所）に伴う経費の支出について
157,680

城東区役所 市民協働課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 城東区魅力再発見ポスター（６種）の作製にかかる経費の支出について
200,880

城東区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業における地域防災リーダー用装備品　上衣ほか６点（城東区役所）買入にかかる経費の支出について
1,974,240

城東区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 芸術文化の薫るまちづくり事業用 吹奏楽フェスティバル箔押しクリアファイル買入にかかる経費の支出について
24,300

城東区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域防災対策事業にかかるインパクトドライバーセット（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
82,080

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 芸術文化の薫るまちづくり事業用 吹奏楽フェスティバル横幕買入にかかる経費の支出について
22,680

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民主体による花と緑のまちづくり事業　百日草ほか２３点買入にかかる経費の支出について
187,293

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成29年1月分後納郵送料（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
3,345

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成29年2月分後納郵送料（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
2,982

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成29年1月分後納郵送料（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
4,592

城東区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課　平成29年2月分後納郵送料（空家対策事務等及び戦没者弔慰金関連事務）の支出について
4,930

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「人権啓発推進事業」業務委託にかかる業者選定委員への謝礼金の支出について
41,830

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかるカラーコーン外４点（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
42,768

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかる着ぐるみ（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
76,636

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業にかかるワイヤレスアンプ外３点（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
98,064

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる布担架（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
230,947

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業にかかる目薬（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
12,074

城東区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯対策事業にかかるワイヤレスアンプ外３点（城東区役所）買入に伴う経費の支出について
117,720

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年1月分)
2,331

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年1月分)
20,389

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(H29年3月1日支払い)
210,121

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成29年3月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(平成29年3月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（３月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年1月分)
6,408

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成29年1月分）の支出について
94,334

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成29年1月分）の支出について
3,174,449

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用ボイスコール窓口個別表示機他４点の購入にかかる支出について
12,096

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報事務用ボイスコール窓口個別表示機他４点の購入にかかる支出について
303,048

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
50,074

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
1,100

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
26,580

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
18,394

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 国民健康保険料不適正事務処理の再調査に伴う減額賦課決定遅延にかかる損害賠償金の支出について
45,086

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(H29年3月15日支払い)
416,507

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について【退職】(H29年3月15日支払)
32,901
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城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用黒ボールペン　替芯他６点の購入の費用にかかる支出について
10,533

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
23,849

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
1,600

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
6,829

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
41,656

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付葬祭費の支出について(3月22日支払い)
1,100,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
4,481

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢担当事務にかかる市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
420

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年2月分)
1,977

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
6,602

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年2月分)
14,327

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
298,638

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
164,588

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
657,000

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用出産一時金の支出について(3月23日支払い)
458,240

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成29年2月分)
8,399

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
19,613

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
246,624

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
6,188

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
34,468

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務にかかる料金受取人払郵便料（29.2月分）の支出について
873

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基カード・住基コード等にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
27,702

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる料金受取人払郵便料（29.2月分）の支出について
15,477

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
34,934

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）支援措置事務にかかる料金受取人払郵便料（29.2月分）の支出について
603

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
2,640

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務にかかる後納郵便料（29.2月分）の支出について
2,316

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成29年2月分）
19,048

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 補償、補填及賠償金　賠償金 国民健康保険料不適正事務処理の再調査に伴う減額賦課決定遅延にかかる損害賠償金の支出について
8,654

城東区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(H29年3月30日支払い)
669,896

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 (保健）がん検診啓発リーフレットの印刷経費の支出について
15,120

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
909,659

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,641,904

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
128,634

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
153,701

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
747,373

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
33,414

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
39,510

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
90,396

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
189,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費（住宅維持費）の支出について
31,320

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
4,360

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（特別保育分）の支出について（平成２９年３月）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
45,886

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品費事業資金（通常保育分）の支出について（平成２９年３月）
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 (保健）「食事バランスガイド」リーフレット印刷にかかる経費の支出について
25,272

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 「つなげようこころのこえ」のリーフレット印刷にかかる経費の支出について（保健）
35,910
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城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
88,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
156,043

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
64,919

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売等）の支出について
23,930

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（装具代等）の支出について
91,611

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
125,477

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 (保健）がん検診啓発物品マスク買入にかかる支出について
99,900

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
7,240

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
10,500

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
5,250

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
7,977

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
10,696

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年1月分）
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
10,800

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
297,780

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（１月分）の支出について
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（１月分）の支出について
6,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（１月分）の支出について
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（１月分）の支出について
140

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（１月分）の支出について
5,156

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
4,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
2,400

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　城東区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
54,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
20,100

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
28,500

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
840

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
422,342

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
420,607

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
36,487

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
99,625

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
87,841

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
78,200

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
150,788

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
859,506

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
178,701

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
180,852

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助）の支出について
158,127

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
3,660

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
5,200,678

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
3,710

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
54,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成29年1月分）
1,960

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
10,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
6,080

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
484,901

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
768,428

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
9,320
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城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№7）
275,832

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用蛍光マーカー外５点の購入にかかる経費の支出について
5,638

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用蛍光マーカー外５点の購入にかかる経費の支出について
4,190

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
5,184

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
162,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
265,362

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
49,982

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修等）の支出について
34,433

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
5,200

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２９年２月決定分　就労自立給付金の支出について
79,885

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画にかかる医師報償金の支出について（平成29年2月分）
11,360

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２９年２月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
99,560

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
14,839

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２８年度こころの健康づくり対策事業PTSD対策専門研修に伴う出張にかかる経費の支出について
36,100

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
8,640

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会にかかる委員の食糧（緑茶）の購入経費の支出について
14,929

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（２月分）
7,869

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
44,548

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
122,426

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年２月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,380

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年２月２４日分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,190

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
508,583

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
366,549

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
53,352

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
129,600

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
135,975

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
32,320

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険関係事務にかかる市内出張交通費（１月分）の支出について
1,080

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
15,925

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
250,516

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
7,845

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№16）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
42,044

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
124,200

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
132,371

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売等）の支出について
5,180

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
29,200

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２９年２月支給決定分の支出について
6,732

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,011,139

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
23,892

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（家財処分代）の支出について
216,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
123,875

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助）の支出について
36,391

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
4,720

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２９年２月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
592,180



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
1,100

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
25,830

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 保健衛生事業用公用車の自賠責保険料及び車検にかかる法定費用の支出について
32,800

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
384,957

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
66,356

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助）の支出について
14,414

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
3,023

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費）の支出について
513,136

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
36,420

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年２月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
500

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
348,661

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
3,770

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
272,634

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修）の支出について
31,074

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（眼鏡代等）の支出について
109,263

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
240

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度かみかみ百歳体操ミニ講座における報償金（2月分）の支出について
24,900

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 平成２９年２月分城東区保健福祉センター保健業務用出張旅費の支出について
880

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
289,440

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
16,200

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
250,540

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度かみかみ百歳体操ミニ講座における報償金（３月分）の支出について
8,300

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 更衣室用スリッパの買入にかかる経費の支出について
15,984

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
828,012

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
286,280

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年４月分）
26,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年４月分）
12,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年４月分）
600,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
44,060

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売）の支出について
2,160

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年４月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年４月分）
2,000,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（平成２９年３月）
3,047,120

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 平成28年度百歳体操サポーター・ボランティアパワーアップ講座③における報償金の支出について
8,600

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （保健）健康づくり啓発事業用　ラミネートフィルム外９点の購入にかかる支出について
8,640

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
2,160

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
453,840

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,938,155

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
597,661

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
69,761

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（平成29年2月分）
374,234

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（平成29年2月分）
67,113

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
27,228

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
109,875

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
20,100
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城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代等）の支出について
302,400

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
42,925

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
196,600

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具販売）の支出について
2,754

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
57,235

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
22,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
242,980

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
1,066

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
36,514

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
16,384

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
492

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
23,348

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 （保健活動）母子保健事業妊婦教室用スタンパー１点の購入にかかる支出について
1,315

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
37,386

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
420

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
156,308

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（１月分）
147,649

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険関係事務用にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
50,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金（２月分）の支出について
2,798

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健衛生事業用公用車　車検（自動車定期整備（継続検査）にかかる費用の支出について
113,370

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
1,722

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用受取人払い郵便料の支出について（平成29年2月分）
280,039

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
10,097

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
246

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
73,140

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬儀代）の支出について
1,541,604

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康講座事業用（保健）脱衣カゴの買入にかかる支出について
38,556

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 (保健）がん検診事業用　広報紙「保健事業のご案内」の企画・編集業務の委託経費にかかる支出について
51,840

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
101,918

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
109,970

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
30,541

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
23,682

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
6,730

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月28日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
6,704

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 『絵本で子育て！みんなで子育て！』推進事業「えほんのひろば・講演会」にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年３月４日実施）
17,320

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用　インクジェット複合機の購入経費の支出について
38,880

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
38,643

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張等交通費の支出について(平成29年2月分）
2,100

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
52,500

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
156,757

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（２月分）の支出について
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（２月分）の支出について
1,094

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（２月分）の支出について
4,293

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉事務用　スチール書庫　棚受金具の購入経費の支出について
1,555

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金（２月分）の支出について
3,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金（２月分）の支出について
5,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№17）
299,700
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城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（申請№19）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
236,126

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年３月  ２回目分）
330,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：平成２９年３月  ３回目分）
300,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
57,740

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
135,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（住宅改修）の支出について
12,744

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
30,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年３月支給決定分　生活保護用一時扶助費（生活扶助・医療扶助）の支出について
7,680

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 平成２９年３月決定分　就労自立給付金の支出について
150,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
24,352

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
8,832

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー料金の支出について（２月分）
10,795

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年2月分）
36,822

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域福祉支援事業（ソーシャルインクルージョン推進事業用）地域福祉支援員にかかるスポーツ安全保険料の支出について
12,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度民生委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,617,500

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判に係る診断書の作成にかかる費用の支出について
3,240

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
425,370

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額一部助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
11,796

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一部助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
269,350

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分　法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護の支出について
76,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
131,626

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（引越代）の支出について
528,660

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費）の支出について
159,595

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
105,688

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
166,220

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,548,750

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）一般事務用コピー料金の支出について（平成29年2月分）
173

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費　平成２９年３月支給決定分の支出について
231,831

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理事務用市内出張交通費の支出について（総務課外４課　１月分）
21,304

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,821

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
765

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
615

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
239

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,235

鶴見区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,850

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成事業用鶴見区における「夜間自己啓発研修（手話）」にかかる経費の支出について（第４回）
10,800

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成事業用鶴見区における「夜間自己啓発研修（手話）」にかかる経費の支出について（第６回）
10,800

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成事業用鶴見区における「夜間自己啓発研修（手話）」にかかる経費の支出について（第５回）
10,800

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　トナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
282,744

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度区政会議会議録調製業務にかかる経費の支出について（第3回全体会）
31,320

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎受水槽ほか２水槽清掃業務委託にかかる経費の支出について
250,560

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎自動ドア保守点検業務委託にかかる支出について（第４四半期分）
44,982

鶴見区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所西側駐車場アスファルト舗装工事（再公募）にかかる経費の支出について
524,880

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,238
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鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　ダブルリングノートほか１５点の買入にかかる経費の支出について
59,832

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
9,450

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
10,476

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区一般管理経費　窓口サービス課（住民情報）電子レジスター保守管理業務委託にかかる経費の支出について
22,680

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区一般管理経費　大阪市鶴見区役所窓口案内員派遣業務に係る経費の支出について（２月分）
158,400

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　AED（自動体外除細動器）セット一式長期継続借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事務用庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
285,017

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　宿直用寝具類一式の借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,720

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
212,784

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　窓口サービス課（保険年金）用受付番号発券呼出機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
18,360

鶴見区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,445

鶴見区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託経費の支出について（２月分）
426,600

鶴見区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（２月分）
74,506

鶴見区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（2月分）
492

鶴見区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料の支出について（2月分）
7,704

鶴見区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,510

鶴見区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用後納郵便料の支出について（２月分）
9,790

鶴見区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（２月分）
16,202

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　トイレ用擬音装置の買入および設置にかかる経費の支出について
157,680

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　ロールスクリーン（２台）の買入および設置にかかる経費の支出について
93,960

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　壁掛ホワイトボード（４台）の買入および設置にかかる経費の支出について
81,216

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　大阪市鶴見区役所・保健福祉センター庁舎雑排水槽清掃に伴う産業廃棄物処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
26,827

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所屋上排水口及び排水溝清掃作業業務委託にかかる経費の支出について
86,400

鶴見区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（２月分）
3,780

鶴見区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人材育成関連事業用LGBT研修の実施に係る講師謝礼の支出について
33,220

鶴見区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人材育成関連事業用プロジェクターほか３点の買入にかかる支出について
69,206

鶴見区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区政会議運営事業用Ａ４ラベルシール他１点買入にかかる支出について
3,574

鶴見区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　消耗品費 新有権者に対する案内チラシの印刷及び選挙啓発用クリアファイル作成業務にかかる経費の支出について
95,040

鶴見区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 需用費　印刷製本費 新有権者に対する案内チラシの印刷及び選挙啓発用クリアファイル作成業務にかかる経費の支出について
10,260

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 生涯学習推進事業用平成28年度「鶴見区生涯学習ルームフェスティバル」開催にかかる周知用ポスター・チラシの印刷経費の支出について
27,324

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度　コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
807,900

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度　コミュニティ育成事業にかかる委託料の支出について（第４四半期分）
79,943

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用物品（カラーペーパー外1点）の購入について
60,264

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「区役所附設会館事管理運営事業」用物品の購入に係る経費の支出について
111,240

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防災事業用平成２８年度つるみんピックにおける参加者レクリエーション保険の支出について
8,970

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 人権啓発推進事業用物品（カラーペーパー外1点）の購入について
177,552

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 「区役所附設会館事管理運営事業」用物品の購入に係る経費の支出について
212,760

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防災事業用　爪付油圧ジャッキ購入経費の支出について
545,832

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債受領における市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
960

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生涯学習推進事業用鶴見区生涯学習ルームフェスティバル参加者にかかるレクリエーション保険の加入について
2,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員の報酬の支出について（１０月～３月分）
168,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権啓発推進事業用　平成28年度 PTA･社会教育関係団体対象学習会(今津小学校)にかかる講師謝礼金の支出について（講師変更）
8,600

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用　風船購入経費支出について
84,240

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権啓発推進事業用物品（ミーティングテーブル）の購入について
22,777

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会支援事業に係る事務物品購入経費の支出について
54,135

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用防犯カメラ（街頭用）購入経費の支出について
2,786,076

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（発達障がいサポート事業用）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
328
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鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度 鶴見区人権啓発推進事業にかかる委託料の支出について
1,200,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（平成29年2月分）
5,768

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（青少年）事務用後納郵便料の支出について（29年2月分）
1,066

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区役所附設会館管理運営事業用プロジェクター購入経費の支出について
1,112,184

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業用　生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼金（2月分）の支出について
25,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災事業用難燃毛布丸洗い乾燥業務委託に係る経費の支出について
44,280

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 防災事業用　平成２８年度　つるみんピックにかかるテント設置業務委託の経費支出について
74,520

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度 PTA･社会教育関係団体対象学習会(榎本幼稚園)にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
11,696

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
5,481

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成事業用消耗品（インデックス外12点）に係る経費の支出について
273,067

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
426

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
3,786

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
2,419

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会支援事業に係る事務物品購入経費の支出について
26,552

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動支援課コピー代の支出について（平成29年2月分）
1,671

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（人権・生涯学習）事務用後納郵便料の支出について(２月分）
3,362

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
984

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（人権・生涯学習）事務用後納郵便料の支出について(２月分）
4,766

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
82

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 「区役所附設会館管理運営事業」用物品の購入に係る経費の支出について
162,000

鶴見区役所 地域活動支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域活動支援課（地域活動支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
2,224

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費（住民情報事務）返信用切手購入経費の支出について
37,400

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成29年３月分）の支出について
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条による出産育児一時金及び葬祭費支払準備金（平成29年３月分）の支出について
450,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の３月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 一般管理事務用窓口サービス課（戸籍）業務用書籍購入経費の支出について
17,280

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
16,326

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（１月分）
7,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　戸籍事務用（広域証明発行システム用）基本使用料等の支出について（１月分）
3,814

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
900,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
555,610

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 返還金の保険者間調整に係る療養費の支出について
42,691

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
60,360

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
2,568,095

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２９年３月１０日支払）
15,743

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険法第54条に基づく治療用装具・入院時食事療養費差額等療養費の支出について
605,477

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
104,617

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（２月分）
2,624

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険葬祭費の支出について
300,000

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険法第58条に基づく国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,084,040

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジの買入について
38,880

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
11,852

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用トナーカートリッジの買入について
202,176

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
65,739
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鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
64,012

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（２月分）
20,616

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　管理）
499,874

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
93,046

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
33,735

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
51,379

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（２月分　保険）
60,345

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費住民情報事務用コピー代金（２月分）の支出について
15,864

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　戸籍事務用（広域証明発行システム用）基本使用料等の支出について（２月分）
3,814

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費戸籍事務用（広域証明発行システム用）通信料等の支出について（１月・２月分）
1,388

鶴見区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金（過年度支出還付金）の支出について（平成２９年３月３１日支払）
13,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
5,365

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
1,640

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
2,455

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
4,831

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
3,529

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育　３月分）の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　３月分）の支出について
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育　３月分）の支出について
20,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
7,153

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
2,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分 1回目)
4,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理経費用物品等運搬及び設置業務委託料の支出について
41,040

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
240,699

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
838,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成28年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（第３四半期分）
20,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について
26,409

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
74,964

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
10,862

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用鶴見区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
51,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
876,077

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
51,730

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
182,622

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
26,270

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
184,951

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
85,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
133,498

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
87,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
172,123

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月3日支払）
123,564

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000
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鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
115,542

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
107,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
30,430

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（１月分）の支出について
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（１月分）の支出について
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援担当出張旅費（１月分）の支出について
720

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 「在宅医療介護講座」周知チラシ等作成にかかる経費の支出について
26,676

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
13,176

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
71,578

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
49,896

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健福祉センター事業用　食育講演会「災害時の食について考えよう！」周知用チラシ・ポスター及び「(仮称)災害時レシピ集」印刷にかかる経費の支出について
46,332

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
23,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
23,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障害者(児)住宅改修費給付金の支出について
500,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月10日支払）
73,335

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成制度における医療助成費の支出について（3月10日支払）
104,722

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る母子福祉貸付金の支出について（第４四半期）
194,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
6,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
59,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
829,362

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,252

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
77,781

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
47,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
66,393

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
76,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
48,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
45,760

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書作成料の支出について
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 安心して子どもを育てる地域づくり事業用、「子育て支援講座」講師謝礼の支出について
24,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務システム用プリンタートナー購入に係る支出について
11,520

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
311,339

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠定期検診料の支出について
6,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分料の支出について
447,660

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代の支出について
41,920

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具費の支出について
144,583

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について
402,617

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について
136,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について
1,890,012

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる就労自立給付金の支出について
127,335

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務システム用プリンタートナー購入に係る支出について
17,280
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鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課業務システム用プリンタートナー購入に係る支出について
81,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について
382,960

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用「いきいき百歳体操」普及啓発推進にかかるウィンドブレーカー・のぼりの購入にかかる経費の支出について
200,475

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
5,460

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
11,167

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 保健福祉センター事業用　食育講演会「災害時の食について考えよう！」手話通訳業務にかかる経費の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域保健事業経費　廃棄薬剤等にかかる収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
15,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について
636,466

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
108

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 社会復帰相談指導事業にかかる講師報償金（２月分）の支出について
9,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
6,084

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２８年度２月分)
248,900

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
8,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成28年度2月分　2回目)
7,153

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
6,025

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月21日支払）
251,234

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用、家庭児童相談事業用、及び保健福祉センター事業用空気清浄機他６点の購入にかかる経費の支出について
161,082

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用、家庭児童相談事業用、及び保健福祉センター事業用空気清浄機他６点の購入にかかる経費の支出について
76,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
1,075,198

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
208,331

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
209,411

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
100,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,014

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
190,080

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる補助金の支出について（２月申請分）
270,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用、家庭児童相談事業用、及び保健福祉センター事業用空気清浄機他６点の購入にかかる経費の支出について
38,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 2月分料金後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
259,781

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 ２月分料金受取人払後納郵便料（生活保護事務用）の支出について
39,862

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援事務にかかる出張旅費（２月分）の支出について
960

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
2,934

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
282,074

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
937

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
38,395

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法第76条の2に基づく高額障がい福祉サービス費等給付費及び高額障がい児通所給付費の支出について
38,850

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
43,950

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
7,200

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 4月分生活保護費の支出について
6,435,226

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 4月分生活保護費の支出について
3,198,528

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 4月分生活保護費の支出について
148,120

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について（平成29年1月分）
106,742

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 4月分生活保護費の支出について
15,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 4月分生活保護費の支出について
300,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援事務にかかる出張旅費（２月分）の支出について
150

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費　３月分の支出について
1,042,340

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
188,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
20,304
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鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
28,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
81,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（2月分）
4,220

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 鶴見区在宅医療・介護資源地図作成業務にかかる支出について
71,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度における医療助成費の支出について
498,827

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費助成制度における医療助成費の支出について
87,919

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
2,614

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
240

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
13,280

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
51,971

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用、及び家庭児童相談事業用ラミネーター他８点の購入にかかる経費の支出について
102,933

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
5,913

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 なにわっ子すくすくスタート事業用「愛 Love こども ニュース」の印刷にかかる経費の支出について
38,880

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
953,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
480

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
81,744

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
80,413

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
34,480

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
246

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
594

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
164

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
300

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
33,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
11,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
2,870

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
16,873

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
1,320

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
4,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
7,330

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
899,750

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 つるみっ子ルーム事業用、及び家庭児童相談事業用ラミネーター他８点の購入にかかる経費の支出について
10,659

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
40,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(平成28年度2月分)
32,294

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
55,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成28年度2月分)
320

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 つるみっ子ルーム事業用、「親子参加型の講習会」講師謝礼の支出について
27,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
4,568

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
5,278

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
304

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
1,476

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい者支援事務に係る後納料金（受取人払）郵便料（2月分）の支出について
279,467

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
17,222

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
31,556

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成金の支払いについて
120,000
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鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
2,706

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
1,914

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について
1,588,042

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教材代・学校給食費の支出について
1,098,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる介護報酬の支出について
91,680

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費及び福祉用具購入費の支出について
171,896

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
820

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
8,266

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
83,123

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
45,432

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成制度における医療助成費の支出について（3月30日支払）
138,172

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 在宅医療介護講座「終活と在宅医療介護」にかかる講師謝礼の支払いについて
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 在宅医療介護講座「終活と在宅医療介護」にかかる講師謝礼の支払いについて
18,360

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
1,548

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（2月分）の支出について
3,164

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 在宅医療介護講座にかかる手話通訳業務にかかる支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
2,849

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
117

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止連絡会議にかかる講師謝礼金の支出について
5,070

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
5,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
4,991

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
1,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
351,614

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
206,246

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
63,847

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
5,600

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
38,871

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
77,114

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
242,184

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,345

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
198,000

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
82,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,420

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
300,689

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
129,400

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
7,509

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
648

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
23

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について
27,195

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について
34,300

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
13,072

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる移送費の支出について
34,620

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる国民健康保険給付費返還金の支出について
13,783

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会にかかる報償金の支出について（平成２８年度２月分）
11,360
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鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(平成28年度2月分)
99,560

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談にかかる歯科医師等報償金の支出について（平成28年度2月分）
31,190

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用２月分コピー料金の支出について
4,482

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成２８年度２月分)
293,500

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,160

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,725

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,716

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,713

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
17,746

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,414

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（２月分）
5,547

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（２月分）
2,265

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,737

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（２月分）
1,121

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,304

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
12,982

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（２月分）
3,814

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
11,800

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
1,318

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出（受取人払い分）について（２月分）
4,474

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
15,468

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 障がい者・高齢者虐待防止連絡会議にかかる講師謝礼金の支出について
5,070

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
318

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（２月分）の支出について
957

鶴見区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
496

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年４月号～平成29年３月号）全戸配布業務委託にかかる経費支出について（２月号分）
556,200

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度鶴見区広報紙企画編集業務にかかるプロポーザル選定委員の謝礼金の支出について
35,940

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 鶴見魅力創造事業用　楽園会議企画イベント開催にかかる参加者イベント保険及び同経費の支出について
8,500

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴事業用区民アンケート調査業務委託にかかる経費の支出について
599,400

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見魅力創造事業用　鶴見活性化楽園会議企画イベントのチラシ印刷業務にかかる経費の支出について
77,490

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴業務用ワンタッチクラフト封筒外２５点買入にかかる経費の支出について
83,916

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成29年工業統計調査（事務打合せ会）にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
990

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について（３月号分）
60,798

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費支出について（３月号分）
293,436

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑のまちづくり推進事業用　種から育てる地域の花づくり活動にかかるプレート看板の買入及び同経費の支出について
23,760

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年５月号～平成29年４月号）概算印刷にかかる経費支出について（３月号分）
506,638

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
276

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
5,732

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金、統計調査事務用後納郵便料金及び環境をキーワードにした取組み推進事業用後納郵便料金（2月分）の支出について
3,400

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金、統計調査事務用後納郵便料金及び環境をキーワードにした取組み推進事業用後納郵便料金（2月分）の支出について
92

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見魅力創造事業用｢TSURUMIスプリングコンサート｣における舞台・音響・照明等調整管理業務委託および同経費の支出について
102,600

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 魅力創造事務用後納郵便料金、統計調査事務用後納郵便料金及び環境をキーワードにした取組み推進事業用後納郵便料金（2月分）の支出について
984

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広報事務用コピー代金（２月分）の支出について
368

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴事務用コピー代金（２月分）の支出について
2,222

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種から育てる地域の花づくり活動事業にかかる栽培用消耗品の購入及び同経費の支出について
323,784

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成28年４月号～平成29年３月号）全戸配布業務委託にかかる経費支出について（３月号分）
556,200

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造課事務用コピー代金（2月分）の支出について
3,436
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鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ企画製作業務の実施及び同経費の支出について
507,600

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 鶴見魅力創造事業用　インクカートリッジほか10点購入にかかる経費の支出について
311,623

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境をキーワードにした取組みの推進事業用　鶴見緑地でのホタル幼虫放流にかかるヘイケボタル幼虫の買入及び同経費の支出について
216,000

鶴見区役所 魅力創造課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見魅力創造事業用楽園会議企画イベント｢おさかな王国｣における舞台・音響・照明等調整管理業務委託にかかる経費の支出について
103,680

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理等用ごみ箱の購入にかかる経費の支出について
267,300

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　ブラインド（阿倍野区役所）買入にかかる経費の支出について
2,101,680

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
24,564

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
10,338

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
857

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（２月分）
11,450

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
149,199

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
36,584

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
117,492

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（平成２９年２月分）
10,238

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　保健福祉センター側空調設備 室内機分解洗浄業務委託にかかる経費の支出について
594,000

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年２月分庁舎維持管理用ケーブルテレビ利用料の支出について
4,514

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（平成２９年２月分）
274,039

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課等事務用阿倍野区役所庁内情報利用プリンタ一式借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
10,843

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成26年度契約分）（平成２９年２月分）
2,028

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用自動ドア保守点検にかかる費用の支出について（平成28年度第4四半期分）
34,560

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
353,160

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度阿倍野区役所宿日直用寝具の借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,720

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用コピー代金の支出について（２月分）
81,158

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成25年度契約分）（平成２９年２月分）
156,574

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成２８年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
23,370

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２８年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（２月分）
432

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
854

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
7,626

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
161,438

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
105,122

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 阿倍野区役所２階男子トイレ修繕業務にかかる経費の支出について
36,180

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課区政改革担当用 後納郵便料金の支出について（２月分）
7,694

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
38,000

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年３月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,202

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度阿倍野区役所産業廃棄物（汚泥）処理業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（２回目）
8,812

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム用タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（２月分）
4,353

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年３月請求分住民情報担当用電話使用料（セキュリティ）の支出について
1,761

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成２８年度庁舎維持管理用電気使用料の支出について（３月分１回目）
852,663

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年３月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分１回目）
20,989

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分１回目）
45,339

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（３月分１回目）
10,400

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用 地方財務実務提要の追録にかかる経費の支出について
29,808

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度阿倍野区保健福祉センター産業廃棄物等収集運搬及び処分にかかる経費の支出について
182,304

阿倍野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用害虫駆除の実施にかかる費用の支出について
37,800

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業　2017防災フェスタinあべのにかかる賠償責任保険料の支出について（平成29年３月11日実施分）
5,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分3回目)
287
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阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分3回目)
298

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分3回目)
16,875

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分3回目)
540

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分3回目)
820

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 生涯学習ルーム交流会で使用するグランドピアノの調律にかかる経費の支出について
10,260

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広聴事業外４事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
17,539

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広聴事業外４事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
45,468

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広聴事業外４事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
10,519

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広聴事業外４事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
95,040

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 区の広聴事業外４事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
1,836

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度阿倍野区コミュニティ育成事業　委託事業者選定委員会にかかる委員の報償金の支出について
50,816

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
135,733

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全なまちづくり推進事業用消耗品の購入にかかる経費の支出について
171,699

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（３月号）
411,642

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託」にかかる経費の支出について（3月号）
423,286

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成28年度阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（３月号）
194,400

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度阿倍野区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（２月分）
300,960

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
31,526

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
3,526

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
1,414

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 街づくり担当事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
2,653

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年3月分1回目)
447

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年3月分1回目)
2,700

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
5,132

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年3月分1回目)
738

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
82

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
205

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
164

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
246

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年3月分1回目)
15,120

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
2,008

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制事務にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
582

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 区の広報事業外６事業にかかる後納郵便経費の支出について（平成２９年２月分）
656

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区防災事業用「2017防災フェスタinあべの」メモリアル防災セミナーにかかる講師謝礼金の支出について
34,200

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に関わる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
36,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他４事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
4,766

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他４事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
682

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他４事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
400

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他４事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
840

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 空家等対策事業にかかる後納郵便料金（返信用封筒料金　平成２９年２月分）の支出について
504

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業他４事業にかかる後納郵便料金（平成２９年２月分）の支出について
846

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成28年度新聞未購読世帯への阿倍野区広報紙『広報あべの』配付業務委託」にかかる経費の支出について（３月号）
101,891

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（企画調整）事務用複写機にかかるコピー代金の支出について（２月分）
39,981

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整課（地域）事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
42,284

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業用消耗品の購入に係る経費の支出について
17,280

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 安全なまちづくり推進事業用 青色防犯パトロールカーのタイヤ修繕業務にかかる経費の支出について
54,732

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区防災事業用　事務用品等の購入にかかる経費の支出について
86,292
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阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ（街頭用）（阿倍野区役所）（その２）買入にかかる経費の支出について
1,393,038

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業用　阿倍野区地域防災リーダー及び防災ジュニアリーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について（平成２９年度分）
228,000

阿倍野区役所 企画調整課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区防災事業「2017防災フェスタinあべの」開催にかかる舞台技術・音響設備等使用料の支出について（実施日：平成29年３月11日）
102,600

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の資金前渡の支出について（平成２９年３月分）
50,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の資金前渡の支出について（平成２９年３月分）
420,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２９年３月分）
70,150

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る３月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る３月分歳出還付資金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金）
5,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分）
201,748

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分・２回目）
37,126

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
13,338

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分・３回目）
32,130

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
55,067

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
3,569,813

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成29年１月分）
286,317

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　消耗品費 特定健康診査実施率向上の取り組みにかかるトイレットペーパーの購入にかかる経費の支出について
66,268

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
18,536

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
167,982

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（平成29年2月分）
489,851

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分・４回目）
115,273

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２９年３月分）
250,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
160,492

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 区民サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
83,634

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区民サービス課（保険管理）事務用封筒購入にかかる経費の支出について
136,080

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成28年度区民サービス課（住民登録・戸籍）後納郵便料の支出について（２月分）
6,876

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度区民サービス課（住民登録・戸籍）後納郵便料の支出について（２月分）
79,190

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
31,517

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 区民サービス課（保険年金）における市内出張交通費の支出について（３月分）
430

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民登録・戸籍事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
128,206

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍事務用書籍の購入にかかる経費の支出について
47,628

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 住民登録・戸籍事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
13,204

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分・５回目）
250,024

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２９年３月分・２回目）
150,000

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２９年３月分・２回目）
5,988

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（平成２９年３月分・５回目）
13,608

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年3月分）
4,505

阿倍野区役所 区民サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付について（一般）
20,255

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
3,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
73,161

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校教材代にかかる教育扶助費の支出について（平成２９年２月分）
7,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
5,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
16,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
88,474

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２９年２月）
40,762

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２９年３月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２９年３月分通常保育用　追加分）
40,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（平成２９年３月分通常保育用）
60,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
41,633

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
152,011

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
199,520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,748

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
19,950

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
9,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
80,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成２９年２月）
2,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
59,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
33,070

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２９年２月）
106,766

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 あべのウォークpart23市民活動行事保険料(3月4日実施分)の経費の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　阿倍野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（3月分）
45,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について
270,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
92,840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
101,349

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（２月分）
24,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 未支払の児童手当の支出について（平成２９年２月分）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の図書教材費にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年９月・２９年１月分）
275

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
28,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の家財処分料にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
274,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
4,885

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
20,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
46,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
13,614

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
2,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２９年２月）
452,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
1,730

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
904

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
60,511

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
157,095

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
67,703

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　高齢者虐待出張旅費（平成２８年９月分・１１月分）の支出について
840

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分）の支出について
420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
139,113

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
38,461

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
98,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,150

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
92,971

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
13,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２９年２月）
471,348

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
28,070
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
79,494

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
36,430

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
24,342

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
337,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護福祉用具にかかる介護扶助費の支出について（平成２９年２月）
3,716

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２８年９月）
2,040

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
1,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
31,698

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の衛生材料費等にかかる出産扶助の支出について（平成２９年２月）
6,160

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２９年２月）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科医師・歯科衛生士の報償金の支出について（２月２２日実施分）
31,190

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉普及啓発事業にかかる講師報償金の支出について（２月13日開催分）
12,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（平成２９年２月）
69,259

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（２月分）
17,660

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（２月分）
85,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業専門相談（スタッフ）にかかる報償金の支出について（２月分）
5,298

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業にかかるピアカウンセリング（２月分）の講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業にかかる非営利・有償活動団体保険料の支出について（平成２９年度分）
49,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
6,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
7,530

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,380

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,650

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
82,548

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
44,366

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
480,312

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
15,849

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
9,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
16,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
9,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 保健事業（精神保健福祉）にかかる報償金（２月分）の支出について
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 認定審査会用茶代の支出について(平成29年3月2日以降分)
18,662

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
4,935

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領承認）
613,115

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
500,465

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領承認）
19,681

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
240,618

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
20,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
267

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
17

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業における職員の市内出張交通費の支出について（２月分）
1,980

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健子育て事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
2,460

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
124,366
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
246,240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の介護住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（平成２９年２月）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料および文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
86,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
342,428

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２９年３月）
620,568

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（２月分）
280,680

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談体制強化事業にかかる保育士の報償金の支出について（2月分）
3,532

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（２月分）
408,420

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当の虐待担当係長会議にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
83,567

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
187,487

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
374,590

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２８年１０～２９年３月分）
549,316

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の学校給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成２９年１～２月分）
250,503

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（２９年２月分）
4,215

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（１月分口座振替不能分の再支出）
24,128

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成28年度母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
313,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉事業にかかる平成28年度母子福祉貸付金（就学支度資金）の支出について
230,198

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（２月分）
1,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）①
74,456

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（2月分）②
19,062

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成29年3月請求分）の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業における高齢者虐待防止用啓発物品の購入にかかる経費の支出について
108,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者にかかる医療助成費の支出について（平成２９年３月支払分）
1,919,050

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
77,029

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
46,100

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
108,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成に係る一部負担金相当額等一部助成費の支出について（平成２９年３月支払分）
281,707

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（２月分）
6,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかるコピー代金の支出について（平成29年２月分）
22,967

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年２月）
21,542

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
66,930

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成にかかる医療助成費の支出について（平成２９年３月支払分）
344,341

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用乾式電子複写料の支出について（２月分）
3,661

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２８年１２月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度阿倍野区子育て講演会一時保育にかかる報償金の支出について
51,720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,472

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
306

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,826

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分その１）
1,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分その１）
320,033

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分その２）
118,607

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年３月分法第78条の２に基づく申請による徴収にかかる生活扶助費の支出について
49,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
70,273

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
22,185

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
5,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
3,641

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度発達障がいサポート事業サポーターにかかる報償金の支出について（２月分）
247,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
720

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事業用　保育用品等の購入にかかる経費の支出について
10,044

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事業用　保育用品等の購入にかかる経費の支出について
14,796

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度阿倍野区子育て講演会（平成29年3月7日実施分）における手話通訳派遣にかかる経費の支出について
13,200

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
1,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
3,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
5,517

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
182,811

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
56,592

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
12,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
1,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
321,661

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
1,560

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成29年3月請求分）の支出について③
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（平成29年3月請求分）の支出について②
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
11,374

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児発達相談事業における発達検査用具の購入にかかる経費の支出について
26,071

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事務用シュレッダーの購入にかかる経費の支出について
235,764

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,108,250

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
2,891

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
2,826

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
124,983

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
182,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
10,060

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
26,019

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成29年４月定例・随時払分）
22,200,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成29年４月定例・随時払分）
11,300,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成29年４月定例・随時払分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成29年４月定例・随時払分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料および文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
41,010

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（平成29年４月定例・随時払分）
1,600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（３月分）
24,890

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,062,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（２月分）
428,300

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（平成２９年３月分）
1,830,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度阿倍野区子育て講演会（平成29年3月7日実施分）にかかる講師謝礼の支出について
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり推進事業（ウォーキングサポーター養成講座　２月７日・２８日実施分）の講師報償金の支出について
18,480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（３月分）
71,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張旅費の経費の支出について（２月分）
3,870



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 子育て支援事業用 子育てミニニュースの印刷にかかる経費の支出について（３月号分）
21,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
26,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
2,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
43,686

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分②）
250,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
3,280

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
190,080

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成２９年２月）
15,325

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
227,002

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年２月）
77,012

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２９年３月）
649,916

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分②）
42,455

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分①）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭にかかる医療助成費の支出について（平成29年３月支払分）
6,894

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
122,059

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング等一時保育にかかる市民活動行事保険料（平成２９年４月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
6,424

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
49,350

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,550

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
58,011

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
133,390

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
266,780

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（平成２９年３月）
217,210

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書作成料金の支出について
6,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
656

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,408

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
144,806

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
105,894

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
902

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
11,442

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,216

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当のシステム改修及びマイナンバー制度説明会にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分及び平成２９年２月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当のシステム改修及びマイナンバー制度説明会にかかる市内出張交通費の支出について（平成２８年９月分及び平成２９年２月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　印章の購入にかかる経費の支出について
7,722

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
24,002

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　印章の購入にかかる経費の支出について
6,075

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
24,823

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
7,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
1,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
520

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
240

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務等にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
760

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
16,360

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
10,394

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
7,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
1,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
2,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の紙おむつ代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
172,085

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
406,296

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（平成２９年３月）
3,750

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費にかかる教育扶助費の支出について（平成２９年２月分）
188,637

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（平成２９年３月）
9,180

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料および文書料にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
29,440

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（平成２９年３月）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用　出張旅費（平成２９年２月分②）の支出について
480

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
79,962

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
178,034

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
58,320

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
62,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
7,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
428,736

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
8,384

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
199,120

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
9,432

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,896

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
59,082

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
142,235

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
24,313

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
56,906

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,139

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
55,441

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
48,600

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
16,768

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
142,235

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
293,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
15,092

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
46,007

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
11,556

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
48,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
335,540

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
5,330

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
190,763

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
204,710

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
56,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
198,000
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阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
4,470

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,172

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,880

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,700

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
90,116

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,924

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
53,400

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
24,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,500

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
8,900

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
74,850

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
32,450

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）にかかる住宅改修費給付事業経費の支出について
280,000

阿倍野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
97,410

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成28年度3月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年度３月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）平成２９年３月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）平成２９年３月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる切手購入経費の支出について
26,300

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
3,576

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２８年度２月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
750,000

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 自動車臨時運行許可用　自動車臨時運行許可番号標作成費の支出について
51,840

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成28年度2月分（平成29年2月）国民健康保険療養費（一般分）の支出について
330,649

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２８年度2月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,538,640

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（２月分）の支出について
83,832

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
6,354

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
100,338

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
141,226

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
649,919

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
6,118

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
1,896

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,108

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月23日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
221,637

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）用トナーカートリッジ購入費の支出について
271,620

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
15,933

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
7,223

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（2月分）
3,095

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　３月分）
20,168

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 後期高齢者医療事業にかかる事務打合せ市内出張交通費（平成２９年２月分）の支出について
560

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（２月分）
46,186

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 個人番号カード関連窓口業務に伴う住之江区役所住民情報業務等委託契約変更増額分経費の支出について（平成２９年２月分）
344,906

住之江区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口サービス課（住民情報）証明書発行業務等委託契約にかかる経費の支出について（２月分）
2,826,408

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用３月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用３月分）の支出について（新年度準備用）
40,000
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住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用３月分）の支出について
60,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
383,760

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金　窓口支給分の支出について（３月分）
30,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金　窓口支給分の支出について（３月分）
60,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
3,140,314

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子施設入所者にかかる検討会議出席による交通費の支出について（長野市美和荘）
22,660

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度　結核コホート検討会参画医師謝礼金の支払いについて（２月分）
14,160

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２６号）にかかる経費の支出について
300,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２５）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２４）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 南港子育て広場での地域健康講座における講師謝礼金の支出について（１月実施分）
7,350

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防事業用消耗品（ワイヤレスポータブル拡声器等）購入経費の支出について
42,540

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,217

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,227

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児健診用身長計の購入経費の支出について
19,322

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,750

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,748

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
394

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
2,936,020

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（費用支給）
1,672,611

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２８年度　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（２月分）
49,780

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,200

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,972

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,500

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
414

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,561

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,880

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度心身障がい者（児）住宅改修費の支出について（代理受領委任方式）
466,171

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（2月2回目支給決定分）
337,782

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,676,534

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（償還払い）
46,007

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
681,468

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について（2月2回目支給決定分）
177,600

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（2月2回目支給決定分）
216,883

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について（2月2回目支給決定分）
14,875

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる報酬助成の支払いについて（Ｈ２７－Ｎｏ．１０　平成２８年６月１８日～平成２８年７月３１日分）
36,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
660

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（高齢・介護保険）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
2,440

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２７）
6,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（知育玩具等）の購入経費の支出について
2,160

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（知育玩具等）の購入経費の支出について
49,364

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
60,020

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
117,860

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
191,460

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,000
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住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
4,720

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
3,950

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
29,210

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,520

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
8,426

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
7,440

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成29年2月分　社会復帰相談事業（家族教室）講師料の支出について
10,370

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
122,630

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
300

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
53,240

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
28,530

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（２月分）
436,240

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
2,220

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,670

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,740

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（炊飯器等）の購入経費の支出について
34,290

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
9,586

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 乳幼児健診用身長計の購入経費の支出について
10

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（炊飯器等）の購入経費の支出について
2,592

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（炊飯器等）の購入経費の支出について
27,486

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）にかかる支出について（２月分）
29,916

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
970

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
990

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,684

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,990

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
731,411

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
1,017,040

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ等）の支出について（代理受領方式）
852,034

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,030

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,240

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
830

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分）（分館）
341,840

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成２８年度乳幼児健診等報償金の支出について（２月分）（南港）
137,050

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（３月分）
1,889,120

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
860

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用消耗品の買入に伴う経費の支出について
71,758

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
113,848

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
8,800

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成２９年２月分）の支出について
386

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支払について（H28-5 No.129）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
1,368

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
1,090

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
1,440

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（１月分）
9,086

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
7,248
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住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
3,710

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
2,935

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
1,906

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
2,450

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
2,422

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
2,580

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
480

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２８年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（２月分）
24,286

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
3,360

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（２月分）
6,128

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉業務）における市内出張等交通費の支出について（平成２８年１１月～平成２９年２月分）
360

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業（区独自）にかかるレインボーカード購入経費の支出について（第４四半期分）
101,000

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（三角コーン等）の購入経費の支出について
10,681

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修給付費（住之江区申第２３号）にかかる経費の支出について
163,960

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（三角コーン等）の購入経費の支出について
6,005

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（三角コーン等）の購入経費の支出について
2,700

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用消耗品（三角コーン等）の購入経費の支出について
1,296

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について（3月1回目支給決定分）
1,879,359

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金相当額等一負助成費の支出について（3月1回目支給決定分）
227,910

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について（3月1回目支給決定分）
176,140

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費の支出について（3月1回目支給決定分）
27,454

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・中学校）
47,400

住之江区役所 保健福祉課 平成29年03月31日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金の支出について（就学支度資金・私立大学）
200,000

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業にかかる花の種（ホウセンカ）等消耗品の購入経費の支出について
306,720

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成29年2月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
39,465

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成29年2月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
515,265

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区保健福祉センター分館及び住之江区役所便所の人感知センサー部品取替等の修繕にかかる経費の支出について
132,840

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 こども学習サポート事業労働者派遣業務にかかる経費の支出について（１月分）
524,504

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成29年2月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
199,601

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 すみのえ健康大見本市＆SAliveにかかるオスカーホール等使用料の支出について（平成29年２月18日使用分）
87,064

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害時避難所用備蓄物資　手指消毒アルコール買入にかかる経費の支出について
140,400

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区将来ビジョン周知用冊子の印刷にかかる経費の支出について
213,408

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「すみのえ健康大見本市＆SAlive」ロゴ入りトートバッグの作成にかかる経費の支出について
159,300

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ)
10,750

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金
新たな地域コミュニティ支援事業/きずなステーション管理運営業務/豊かなコミュニティとマルチパートナーシップ等形成促進事業にかかる委員報酬・交通費の支出につい
て 50,279

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 すみのえ健康大見本市＆SAlive　講演会にかかる講師謝礼金の支出について
21,300

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住之江区役所各事業用電動アシスト自転車の購入にかかる経費の支出について
975,780

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
138,213

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
6,148

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,248

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
138

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
8,000

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
300

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
2,000

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,530
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住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（２月分）の支出について
1,040

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（住之江区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
13,107

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
273,758

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２６年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
167,859

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２９年工業統計調査にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
840

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
2,028

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「加賀屋新田会所跡イベント（仮称）」にかかるちらしの制作経費の支出について
36,504

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２９年２月分）について
19,797

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（２月分）の支出について
3,340

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２９年２月分）について
127,441

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（平成２９年２月分）について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区保健福祉センター分館１階エックス線室用　放射線防護扉取替その他作業にかかる経費の支出について
393,120

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託料の支出について（日常２月、定期２月分）
36,180

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期継続）料の支出について（２月分）
34,560

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（２月分）
12,399

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支払いについて（１０～３月分）
153,600

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
955

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（２月分）
70,972

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
3,360

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
6,878

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
26,732

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
1,368

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
410

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（２月分）の支出について
9,133

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用（区民モニター受取人払）郵便代金（２月分）の支出について
27,083

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 市民協働スペース「きずなステーション」管理運営業務　業務委託料の支払いについて（２月分）
185,250

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算契約）料の支出について（２月分）
8,206

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象学習会助成事業における講師謝礼金の支出について（粉浜幼稚園ＰＴＡ　2月22日実施）
15,500

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業用カラーマルチペーパー（A3浅黄色）外５点の購入にかかる経費の支出について
19,872

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「第２０回住之江区生涯学習ふれあいフェスティバル」会場設営・撤去、並びにＰＡ音響機材オペレーション業務委託にかかる経費の支出について
244,512

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務および選挙常時啓発事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
444

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月22日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙人名簿調製事務および選挙常時啓発事務にかかる後納郵便料金（２月分）の支出について
8,026

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 種花事業にかかるクラフトハサミ等消耗品の購入経費の支出について
172,476

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区役所北側ヤード整備にかかる土間修繕等の経費の支出について
537,840

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 住之江区役所駐車場　土間修繕にかかる経費の支出について
403,920

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
120

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
284

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
366

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（平成29年3月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
42,435

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入料の支出について（２月分）
9,504

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（平成２９年２月分）
3,034

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
13,068

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所職場改善用　傘・杖ホルダー買入にかかる経費の支出ついて
72,468

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（平成29年3月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
529,916

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（２９年２月分）にかかる経費の支出について
5,130

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所窓口案内サービス事業運営業務委託料の支出について（２月分）
575,137

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成29年3月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
202,321
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住之江区役所 政策推進室 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所雑排水漕等に伴う産業廃棄物処理委託料（概算契約）の支出について
4,941

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度　住之江区人権啓発推進事業　地区人権学習会運営業務　業者選定委員会にかかる委員謝礼金の支払いについて
45,804

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
515,100

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集・運搬及び処理業務委託（概算契約）料の支出について（２月実施：不要物品）
230,958

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
260,832

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（２９年２月分）の支出について
47,146

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所受水槽・雑排水槽・汚水槽清掃及び水質検査業務の委託料の支出について
146,880

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　住之江区広報業務にかかる物品の購入経費の支出について（デジタル一眼レフカメラ外4点）
17,323

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区災害対策本部用デジタル無線機一式（住之江区役所）買入にかかる経費の支出について
965,952

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 住之江区災害対策本部用デジタル無線機一式（住之江区役所）買入にかかる経費の支出について
82,350

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住之江区災害対策本部用デジタル無線機一式（住之江区役所）買入にかかる経費の支出について
194,076

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 平成28年度　住之江区広報業務にかかる物品の購入経費の支出について（デジタル一眼レフカメラ外4点）
327,822

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用　回転ゴム印外事務用品の買入にかかる経費の支出について
45,716

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「会所会（かいしょえ）－加賀屋新田会所跡でふれる和－」開催にかかる広口やかん等事務用品の購入経費の支出について
60,912

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（２９年２月分）の支出について
7,628

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラにかかる共架料金の支出について
3,275

住之江区役所 政策推進室 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 住之江区役所一般事務用　回転ゴム印外事務用品の買入にかかる経費の支出について
91,984

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
539,158

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
81,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
509,297

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
41,540

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
81,710

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
120,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
1,037,380

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用品（生活保護システム用トナー）の購入経費の支出について
82,296

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
29,058

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
11,380

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
7,510

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課一般事務用品の購入経費の支出について
65,858

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,900

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年03月分生活保護法第78条の2に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
300,304

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
242,600

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
563,754

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
151,200

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
112,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
26,880

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
292,631

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
93,750

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
439,034

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
65,800

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
15,513

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
14,080

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度住之江区「介護人材就労コーディネート事業」委託事業者選定委員会（第２回）にかかる委員報償金の支出について
49,319

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,490

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
420,400
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住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
8,220

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（２月分）
127,433

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（２月分）
28,075

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,440,375

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について
1,495,975

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
1,085,400

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期分）の支出について
1,379,125

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
237,600

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時前半）
22,240,316

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
223,280

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
24,500

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
766,620

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
261,400

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時前半）
11,256,046

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時前半）
375,710

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
32,200

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時前半）
150,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
492,772

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
56,900

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（４月払い分：定例・随時前半）
4,196,987

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
585,618

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
9,820

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
15,319

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
37,940

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
37,553

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
182,224

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
494,842

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
32,320

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
147,155

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
189,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
55,065

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
48,290

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
183,914

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
331,240

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
622,338

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月・２月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 平成２８年度社会保障生計調査にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
6,800

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月・２月分）
620

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月・２月分）
3,750

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月・２月分）
560

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～２２日分）
13,700

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～２２日分）
7,000

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
67,088

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
1,350

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
1,928

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
1,820

住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
1,290
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住之江区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
3,960

住吉区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(２月分)
711

住吉区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（１月分）
17,334

住吉区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（１月分）
19,602

住吉区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用「手回し充電式ラジオ」購入にかかる経費の支出について
67,068

住吉区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）
673

住吉区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）
18,900

住吉区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）
14,860

住吉区役所 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分）
1,966

住吉区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分　２回目）
1,470

住吉区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（２月分　２回目）
82

住吉区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理用　住吉区役所受水槽清掃及び水質検査業務にかかる経費の支出について
91,800

住吉区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　自転車空気入れ外３点の購入及び経費の支出について
9,180

住吉区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　自転車空気入れ外３点の購入及び経費の支出について
216,334

住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
82

住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
7,783

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
99,510

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（２月分）
198,176

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（２月分）
524,377

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　混合廃棄物収集運搬及び処分業務にかかる経費の支出について
255,960

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用高速プリンター保守業務にかかる経費の支出ついて（２月分）
11,250

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
43,269

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について（２月分）
48,492

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
13,107

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,978

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分)
190,427

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿日直寝具借入の実施及び同経費の支出について（３月分）
9,072

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
409,082

住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務委託料の支出について（２月分）
4,823

住吉区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
12,636

住吉区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課後納郵便料金の支出について（２月分）
10,042

住吉区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（２月分）
9,963

住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ゴム印外１点の購入にかかる経費の支出について
34,918

住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（２月分）
26,346

住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（２月分）
1,094,328

住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度12～１月開催各種会議にかかる会議録作成業務にかかる経費の支出について
343,710

住吉区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（２月分）
4,569

住吉区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 附設会館事業用　住吉区民センター電動式移動観覧席修繕業務の実施にかかる経費の支出について
432,118

住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分　１回目）
21,188

住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分　１回目）
1,519

住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分　１回目）
6,048

住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（２月分）
16,208

住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（３月分　１回目）
4,494

住吉区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(３月分)
721

住吉区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（２月分）
3,814

住吉区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 簡易専用水道法定検査業務にかかる経費の支出について
8,100

住吉区役所 地域課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ設置事業　「啓発用のぼり旗２点及びのぼり旗ポール」の購入にかかる経費の支出について
62,100
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住吉区役所 地域課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　小口支払基金（２月分）の繰入について
1,131

住吉区役所 地域課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 地域安全防犯対策事業　小口支払基金の繰入について（２月分）
2,280

住吉区役所 地域課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（２月分）
3,032

住吉区役所 地域課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業の経費支出について（１２月・１月分）
212,000

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用ピートモス外９点の支出について
241,488

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　ラミネーターの買入経費の支出について
15,660

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会補助事業用　トナーカートリッジの購入及び同経費の支出について
130,896

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 放置自転車対策事業用　自転車前かごカバーの買入経費の支出について
237,600

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両の自動車損害賠償保障法に規定する責任保険の契約締結の支出について
26,370

住吉区役所 地域課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 地域安全防犯対策事業　青色防犯パトロール車両（ガソリン車）の自動車重量税の支出について
8,200

住吉区役所 地域課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（２月分）
5,716

住吉区役所 地域課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
33,264

住吉区役所 地域課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業　「こども１１０番の家」の旗購入にかかる経費の支出について
81,000

住吉区役所 地域課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ設置に係る配電柱への共架料の支出について（平成28年度設置分）【契約Ｎｏ．20－Ｇ4079】
6,048

住吉区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全こども見守り事業　「啓発用ふせん外２点」の購入にかかる経費の支出について
36,752

住吉区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用ひまわり種子外１０点の支出について
69,552

住吉区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（受取人払い２月分）
3,104

住吉区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（２月分）
14,942

住吉区役所 地域課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（２月分）
3,296

住吉区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業受託者選定委員にかかる報償金の支出について
26,596

住吉区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度南海粉浜駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業受託者選定委員にかかる報償金の支出について
13,298

住吉区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ設置事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について（２月分）
38,509

住吉区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（２月分）
5,771

住吉区役所 地域課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 啓発指導員の配置等による放置自転車対策業務の経費支出について（２月分）
862,277

住吉区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１１・１２・１月分）
28,940

住吉区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
939

住吉区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住吉区花づくり広場　水道料金の支出について（２月分）
594

住吉区役所 地域課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（１１・１２・１月分）
1,280

住吉区役所 地域課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用　住吉区点字版「防災マップ情報」作成及び同経費の支出について
27,540

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,675

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,528

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,529

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,488

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,489

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,489

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,529

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,676

住吉区役所 地域課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度新たな地域コミュニティ支援事業受託者選定会議（平野区・鶴見区・住吉区合同）にかかる選定委員報償金の支出について
11,675

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（２月分）
11,220

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
6,650

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
19,749

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯カメラ事業用　小口支払基金（３月分）の繰入について
8,640

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（３月分）
2,682

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全防犯対策事業　小口支払基金の繰入について（３月分）
100

住吉区役所 地域課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 地域課市内出張交通費の支出について（２月分）
560

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（事務室側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１月分）
6,360

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（１月分）
10,567
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住吉区役所 住民情報課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（トナーカートリッジ外９点）の購入及び同経費の支出について
277,527

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用消耗品（ペンスタンド外８点）の購入にかかる経費の支出について
46,792

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
124,576

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課（窓口側、住民登録・戸籍）事務用コピー代金の支出について（２月分）
9,604

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の支出について（２月分）
120,152

住吉区役所 住民情報課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）の支出について（２月分）
4,217,495

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,482,199

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（平成29年３月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（平成29年３月追加分）
100,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（平成29年３月分）
150,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
6,624

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
3,720

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 がん検診等事業にかかる「平成２９年度各種検診等のご案内」の印刷にかかる経費の支出について
80,136

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
4,500

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
5,658

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
471

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
512

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
513

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
324

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
2,800

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－１）
576

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度住吉区地域見守り支援事業業務委託に係る経費の支出について（第４回払い）
2,419,986

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成２８年度住吉区地域見守り支援事業業務委託に係る経費の支出について（第４回払い）
5,680,165

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成29年３月分）
129,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（平成29年３月分）
30,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
9,200

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
27,165

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
37,764

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
16,142

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,130

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
456,421

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
270,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
120,724

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,582

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
349,636

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
122,832

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
28,350

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
37,296

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用油性マーカー外２８点の購入及び同経費の支出について
111,251

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険・高齢者支援事務用油性マーカー外２８点の購入及び同経費の支出について
41,504

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
3,830

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
35,600

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,772

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,880

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
15,800
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住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
188,130

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会報償金の支出について（平成29年2月2日実施分）
8,480

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
448,147

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,101

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,774

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
43,394

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,760

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（２月分－２）
9,936

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（２月分）
21,563

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
584,894

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
108,330

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
356,128

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（２月請求分）の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
35,040

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
423

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
300

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
1,320

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
5,740

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
780

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
600

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年２月支給決定分）
1,647,876

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
18,300

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
807

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年２月支給決定分）
151,237

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
1,760

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
846

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成２８年９月～平成２９年１月分及び平成２８年９月までの未払い分）
5,240

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年２月支給決定分）
186,891

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２９年２月支給決定分）
38,182

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
130,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
216,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
54,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,440

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
38,780

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
76,046

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
138,500

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
49,600

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
20,670

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
1,676

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
128

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
758

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,598
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住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,980

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
540

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
685,570

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
141,318

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
10,249

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
13,678

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（平成２９年２月分）
74,670

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
10,112

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（平成２９年２月分）
18,340

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－１）
4,320

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
12,720

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる総合福祉システムトナーの購入経費の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
2,186

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（平成２９年２月分）
653,120

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付用貸付金の支出について（就学支度資金）
250,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
16,691

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
2,430

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
4,252

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 保健福祉担当業務（２月分）小口支払基金の繰入について
6,800

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年１２月・２９年２月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年１２月・２９年２月分）
1,990

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 高齢者支援・介護保険市内等出張交通費の支払いについて（平成２８年１２月・２９年２月分）
480

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（２月分）
6,678

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の修理にかかる経費の支出について
46,440

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 各種保健事業用公用車の自動車定期整備（継続審査）にかかる経費の支出について
39,980

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,762

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる受付印の購入経費の支出について
6,912

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
252,170

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
2,012

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
246

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 地域健康講座講師料の支出について（平成２９年２月分）
30,620

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
3,128

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
31,032

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
246

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,281

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
30,624

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
5,658

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
1,380

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる印の購入経費の支出について
15,417

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
58,377

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
36,317

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
16,002

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
10,500

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
2,828
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住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
964

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
47,974

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
61,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,289

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,160

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,971

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,953

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,730

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
257,630

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
584,683

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
114,653

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
18,805

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（平成２９年３月支払分）
36,609

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
772,114

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用診察用ベッドの購入にかかる経費の支出について
60,912

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度住吉区子ども・若者育成支援事業の実施及び同経費の支出並びに契約の締結について（第11回中間払い）2月分
577,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
12,960

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費助成事業の支出について
79,255

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（３月分）
3,676,200

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業用ポスター及びチラシ印刷にかかる経費の支出について
14,040

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区子育て情報誌「すみちゃん子育てネット」発行業務にかかる契約の締結及び同経費の支出について
379,890

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費（ふせん外５７点）の購入経費の支出について
7,714

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
454,580

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費（ふせん外５７点）の購入経費の支出について
16,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費（ふせん外５７点）の購入経費の支出について
25,245

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉センター業務にかかる消耗品費（ふせん外５７点）の購入経費の支出について
35,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１月分)
7,188

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 すこやか生活プロジェクト事業用・血管年齢測定器の購入及び同経費の支出について
389,880

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１月分)
880

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１月分)
1,560

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

父子福祉貸付金 貸付金　貸付金 父子福祉資金用貸付金の支出について（就学支度資金）
410,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(１月分)
744

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 障がい者虐待予防事業用カレンダー印刷にかかる経費の支出について
45,360

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 地域健康講座（壮年）にかかるリーフレットの印刷及び同経費の支出について
12,960

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
6,000

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,240

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区子ども・若者育成支援事業に係る受託者選定会議における選定委員の報償金の支出について
39,894

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(２月分)
6,854

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
4,764

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
3,168

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
1,700

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
3,455

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
1,320,564

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
2,226,680

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
30,054

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
50,226

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(２月分)
1,100
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住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(２月分)
240

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（３月分－２）
7,926

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費用医療助成費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
254,445

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費用医療助成費の支出について（平成２９年３月支給決定分）
29,872

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（２月分）
4,855

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
76,226

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
41,438

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(２月分)
430

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
8,036

住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,240

住吉区役所 企画課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度企画課業務にかかる物品購入及び同経費の支出について
190,004

住吉区役所 企画課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金２月分の繰入れについて（区政会議用）
7,560

住吉区役所 企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市空家等対策計画の成果目標に関わる市民意識調査業務委託契約にかかる経費の支出について
648,000

住吉区役所 企画課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度住吉区役所広報紙｢広報すみよし｣企画・編集業務委託（平成28年5月号～平成29年4月号）（概算契約）の支出について（３月号）
291,600

住吉区役所 企画課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（概算契約）（平成２８年４月号～平成２９年３月号）経費の支出について（2月号）
541,991

住吉区役所 企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託事業者選定委員会にかかる委員報酬の支払いについて
29,686

住吉区役所 企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住吉区役所広報紙「広報すみよし」（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷業務委託経費の支出について（３月号）
611,107

住吉区役所 企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度点字版「広報すみよし」製作及び送付業務（概算契約）委託経費の支出について（３月号）
145,152

住吉区役所 企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民意識調査事業にかかる後納郵便料金（料金受取人払分）の支出について（2月分）
970

住吉区役所 企画課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画課分出張交通費の支出について（H29.1・2月）
10,460

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度 第20回すみよし文化フェスティバル作品展示会場設営撤去業務にかかる経費の支出について
258,876

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　すみよし文化フェスティバル出店にかかるテント・暖房器具等設営撤去業務にかかる経費の支出について
200,880

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度住吉区社会教育関連学習会等助成事業講師謝礼の支出について（山之内小学校PTA）
7,800

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事業用　市内出張交通費の支出について（１月分）
5,784

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域教育推進事業用生涯学習推進員研修交通費の支出について
25,560

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 第20回 すみよし文化フェスティバル手話通訳業務の実施及び同経費の支出について
12,600

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度すみよしの魅力PR補助金の支出について（すみよし歴史案内人の会）
107,322

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域教育推進事業用及び人権啓発推進事業用ふせん他１６点の購入経費の支出について
96,016

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10月～3月分）
216,000

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 住吉区文化観光振興事業　すみよしの魅力ＰＲ補助金選定委員に対する報償金の支出について
42,014

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（２月分）
11,703

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域教育推進事業用生涯学習推進員研修交通費の支出について
2,240

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（２月分）
2,641

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 教育文化課事業用　市内出張交通費の支出について（２月分）
10,290

住吉区役所 教育文化課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 就学事務用小口支払基金の繰入について（3月分）
984

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（３月分）
100,000

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の資金前渡にかかる支出について（３月分）
2,100,000

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
50,000

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（３月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（４月～１０月分）
1,030

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（４月～１０月分）
5,140

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課業務用プリンタートナーカートリッジ（純正品）の買入にかかる経費の支出について
165,780

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（４月～１０月分）
6,580

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月03日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（４月～１０月分）
1,200

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月支給決定分　２回目）
455,190

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費及び高額療養費の支出について（２月保険者間調整分）
345,029

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月支給決定分　２回目）
200,000



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険用療養費及び高額療養費の支出について（２月保険者間調整分）
50,150

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
15,700

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
6,700

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
397,640

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
213,475

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月16日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・退職）
42,197

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用ふせん外９点買入にかかる経費の支出について
80,337

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用ふせん外９点買入にかかる経費の支出について
2,976

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用ふせん外９点買入にかかる経費の支出について
3,742

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用ふせん外９点買入にかかる経費の支出について
13,200

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用ふせん外９点買入にかかる経費の支出について
2,777

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（２月支給決定分　３回目）
538,242

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（２月支給決定分　３回目）
600,000

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険用出産育児一時金の支出について（２月支給決定分　２回目）
192,152

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用退職者医療分療養費の支出について（２月支給決定分　２回目）
5,061

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（１～２月分）
720

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用コピー代金の支出について（２月分）
7,836

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（１～２月分）
2,325

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
26,112

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
144,904

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(２月分)の支出について
210,381

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・後納）
10,594

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・受払）
40,691

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（２月分・後納）
669,613

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
112,103

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
49,824

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月28日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（２月分）の支出について
49,824

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（７月～２月分）
360

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（７月～２月分）
5,420

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（７月～２月分）
6,310

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（７月～２月分）
720

住吉区役所 保険年金課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 国民健康保険等事業用市内出張交通費の支出について（７月～２月分）
1,260

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
9,632

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（１月分）
22,039

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
346,383

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
24,839

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
224,716

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
319,602

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
471,970

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
358,668

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
39,524

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
5,290

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
240

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
100,917

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
232,979

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
13,760

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
52,890
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住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
19,200

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分）
3,600

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
162,465

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
44,831

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
144,098

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
378,488

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
198,958

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
35,160

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
40,280

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
116,940

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
87,550

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
62,670

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
16,260

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（下置書庫）の購入及び同所要経費の支出について
95,385

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（２月分　２回目）
300

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
41,166

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
53,940

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（オリタタミコンテナ　他２点）の購入及び同所要経費の支出について
147,690

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
119,609

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
225,920

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
331,694

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
27,200

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
187,837

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
179,751

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護事業用住宅扶助費の支出について
36,288

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
625,653

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
217,070

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
8,040

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（２月分）
26,099

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
899,705

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
236,428

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
101,442

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
310,964

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
242,047

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
185,326

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１・２月分）
660

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１・２月分）
780

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（１・２月分）
3,450

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
484,520

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
503,861

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
52,310

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,275,230

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
84,862

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報償費　報償金 生活保護事業用社会保障生計調査にかかる調査世帯手当の支出について（２月分）
17,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成29年４月分生活保護費の支出について（１回目）
35,000,000
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住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成29年４月分生活保護費の支出について（１回目）
20,000,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成29年４月分生活保護費の支出について（１回目）
370,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成29年４月分生活保護費の支出について（１回目）
500,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
337,964

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成29年４月分生活保護費の支出について（１回目）
2,500,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
456,300

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,676,250

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
225,968

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
329,580

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
290,455

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
97,230

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
18,570

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
433,340

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第４四半期分）
1,622,500

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費（メガネ代）の支出について
137,418

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
86,670

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（デジタル印刷機用インク及びマスター）の購入及び同所要経費の支出について
216,540

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
1,145,863

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
54,980

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
82,700

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成28年４から平成29年２月分)
54,772

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成28年10月・平成29年１・２月分)
2,039,333

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成28年11から平成29年２月分)
1,112,234

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
50,910

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
264,080

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
13,130

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
600,340

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援課用事務椅子他１点の購入及び同所要経費の支出について
184,680

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活支援課業務用小口支払基金の繰入について（３月分）
2,200

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
14,850

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
324,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
23,988

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
85,000

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について
158,968

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
68,210

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
219,370

住吉区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
427,248

東住吉区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用電話機買入について
79,488

東住吉区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用ｉＯＳ搭載タブレット型コンピュータ買入にかかる経費の支出について
46,224

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
10,238

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用 ジョイントマット購入にかかる経費の支出について
759,240

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
387,288

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
241,718

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成27年3月分借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
32,113

東住吉区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成26年3月31日借入開始分）借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
3,253

東住吉区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
18,964

東住吉区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　おむつ交換台買入にかかる経費の支出について
137,916
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東住吉区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成29年工業統計調査に係る出張旅費の支出について（2月分）
612

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東住吉区役所塔屋機械室誘導灯等交換取付業務にかかる経費の支出について
56,160

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 庁舎維持管理用　水道法に基づく簡易専用水道の検査にかかる経費の支出について
9,331

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（2月分）
195,806

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区役所外２箇所庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
449,280

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所ＡＥＤ（自動体外式除細動器）セット一式長期借入に係る経費の支出について（2月分）
9,288

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入に係る経費の支出について（2月分）
6,195

東住吉区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用手すり付ステップ台買入にかかる経費の支出について
68,958

東住吉区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成28年12月～平成29年1月分）（総務課事務費）
25,719

東住吉区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
512

東住吉区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
696

東住吉区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
1,302

東住吉区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分　後納郵便料の支出について（総務課）
7,298

東住吉区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用２月分電話料金の支出について（携帯電話）
1,608

東住吉区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成29年2月分通信料金の支出について（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について（２月分）
30,762

東住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
15,260

東住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
1,598

東住吉区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
12,184

東住吉区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　リンクジョイントほか１点買入にかかる経費の支出について
272,916

東住吉区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成29年２月分電話料金の支出について（市内通話料）
25,384

東住吉区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用平成29年２月分電話料金の支出について（光回線）
321,242

東住吉区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　ホワイトボード外1点の購入経費の支出について
39,960

東住吉区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 一般管理用　ホワイトボード外1点の購入経費の支出について
54,000

東住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　折りたたみチェアほか１点買入にかかる経費の支出について
390,960

東住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　平成29年2月分電話料金の支出について（証明書発行システム分）
7,628

東住吉区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　新規工事費 庁舎管理用東住吉区役所駐輪場侵入防止対策工事にかかる経費の支出について
248,400

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年１月分）
173,556

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年１月分）
2,633,999

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年１月分）
302,282

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 平成２９年３月分国民健康保険葬祭費及び出産育児一時金の支出について
840,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　３月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　３月分支払資金（歳出マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月08日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
111,572

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
6,900

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
189,383

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,290,585

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
360

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
30,600

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
1,119,413

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
157,145

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
82

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,298

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
202,080

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
59,089
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東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,238

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,635

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
46,942

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
20,284

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
663,241

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
27,287

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,552

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,491

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
90,606

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年度２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,746

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年度２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
21,263

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）平成２９年度２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
3,716

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）平成２９年２月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
105,418

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・中期）
360

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
108,847

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
5,962

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
500,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険出産育児一時金の支出について
458,284

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
1,000

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（平成２９年３月支払分）
64,899

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年２月分）
439,398

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年２月分）
2,633,999

東住吉区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施及び同経費の支出について（平成２９年２月分）
302,282

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月号分）
55,451

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区区政会議公募委員選定にかかる選定委員への報償金の支出について
11,650

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区区政会議公募委員選定にかかる選定委員への報償金の支出について
11,210

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成28年4月～平成29年3月）（2月号分）
99,301

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
280

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分・後期）
82

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度東住吉区高校生企業交流事業にかかる公募型コンペ審査委員会の委員報酬の支出について
12,900

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
18,910

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
500

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
120

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
246

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度東住吉区高校生企業交流事業にかかる公募型コンペ審査委員会の委員報酬の支出について
6,450

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度小学生英語交流事業にかかる審査委員の報償金の支出について
39,500

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度中学生海外派遣事業にかかる審査委員の報償金の支出について
39,640

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（平成29年3月号分）
181,579

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分後納郵便料の支出について
1,844

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分後納郵便料の支出について
584

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分後納郵便料の支出について
996

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分後納郵便料の支出について
914

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度2月分後納郵便料の支出について
3,760

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（平成29年3月号）
443,847

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年3月号分）
75,842

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 チャレンジ！！オープンガバナンス2016　最終公開審査への出席について
58,460

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
597
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東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・中期）
164

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年度3月号分）
463,553

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 シャープペンシル替芯ほか６点買入にかかる購入経費の支出について
11,880

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区子育て応援ナビを周知するためのチラシ並びにポスターの作成について（企画編集・印刷）
57,726

東住吉区役所 政策推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度　第4回東住吉区区政会議にかかる有識者委員の報償金の支出について
13,858

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住居環境健全化支援事業に係る事務用品の購入について
40,078

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護）事務用品購入代金の支出について
27,791

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年１２月分）
5,872

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　東住吉区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
66,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
432,085

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
365,448

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
82,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
10,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
66,524

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２８年１２月分）
2,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（平成29年3月分）
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育用）平成29年3月分（追加配付含む）の支出について
100,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区地域自立支援協議会主催、相談支援部会第３回研修会にかかる講師料の支出について
13,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成費の支出について
1,118,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療（一部負担金相当額一部）助成費の支出について
600,511

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成費の支出について
420,605

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成費の支出について
57,903

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
96,784

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
28,460

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
4,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,080

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 養育者の健康診査事業にかかる血液検査業務委託経費の支出について（最終）
22,032

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
6,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
14,085

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
79,962

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
133,459

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
6,225

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
46,426

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
5,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
9,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
192,433

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
81,700

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
149,235

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
510,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
190,002

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
18,235

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
24,345
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東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支払について（代理受領方式）
49,896

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
54,950

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
58,106

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
123,930

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
34,260

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
169,130

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
117,538

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
510

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 平成２９年２月分（後期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 平成２９年２月分　小口支払基金の繰入について
6,079

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平成２９年２月分　小口支払基金の繰入について
700

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年２月分　小口支払基金の繰入について
600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　小口支払基金の繰入について
4,734

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分　小口支払基金の繰入について
613

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 需用費　印刷製本費 健康情報発信事業（高齢）リーフレット印刷にかかる経費の支出について
33,480

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 食育フェスタにおける食事診断用システム賃借にかかる経費の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ「キャッチ＆フォロー事業」にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域親子サロンを利用した地域妊婦教室にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
35,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区地域福祉計画推進事業　東住吉くらしカルテ作成に係る検討会議の報酬支払について
48,759

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分追加）
6,500

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はつらつ脳活性化元気アップ事業にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
18,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区役所保健福祉課（福祉）感熱ロール紙購入代金の支出について
25,920

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 女性のための健康講座「骨盤メンテナンス」にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
7,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防事業にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年２月分）
9,240

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
266,354

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,646

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
135,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
5,669

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
25,272

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
58,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
62,921

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
61,680

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費経費の支出について（代理受領方式）
8,489

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
250,772

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
172,402

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
14,840

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年２月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,380

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（１１回目）
273,445

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
3,144

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
15,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
19,576

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
158,810

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
22,100
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東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度「東住吉区地域福祉サポート事業」事業者選定にかかる審査会議の報酬の支払いについて
51,619

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
34,800

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
6,900

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 養護老人ホーム利用者葬祭費の支出について
136,041

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,244

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
12,005

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（4/4）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
311,335

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
150,352

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
6,816

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,516

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,791

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,168

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（4/4）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
98,316

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,396

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
72,713

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
17,184

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,230

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
139,177

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
33,710

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（2/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
194

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（1/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
9,837

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
109,701

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分（3/4件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人払）の支出について
18,791

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,148

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区地域福祉計画推進事業　東住吉くらしカルテ作成に係る検討会議の報酬支払について
48,759

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,721

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
1,620

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年２月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成28年度　住居環境健全化支援事業）
2,998

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
1,296

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 東住吉区保健福祉センター診察等洗濯にかかる経費の支出について（第１０回中間払い）
1,728

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
20,340

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
510

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２９年２月分ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,780

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
42,171

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
984

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料平成２９年２月分の支出について
10,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
2,542

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
8,110

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
328

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
1,085

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等にかかる報償金の支出について（平成２９年２月分）
411,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 平成２９年２月分保健担当後納郵便料の支出について
5,166
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東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（平成29年3月分）
1,802,580

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成２９年２月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
14,016

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,410

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 平成２９年３月分（前期）保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入金の支出について
3,400

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
26,190

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
35,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
10,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
198,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
12,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
34,264

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
13,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
37,650

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
481,540

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
16,092

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年３月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健診啓発用　車用マグネットシート印刷について
8,640

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健事業用車両定期点検等にかかる経費の支出について
23,511

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（12回　最終）
157,008

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
4,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
4,600

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
42,200

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 女性のための健康講座　骨盤メンテナンスのかかる講師謝礼の支出について（平成２９年３月分）
7,820

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
72,300

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
20,000

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２９年１月分）
9,764

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
99,942

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
229,916

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
16,350

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
19,310

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払について（平成２９年１月分）
1,320

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成28年度「東住吉区地域福祉サポート事業」にかかる期末評価会議の報酬の支払いについて
51,079

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
308,062

東住吉区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具給付経費の支出について
15,638

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 発達障がいサポート事業にかかる参考図書買入にかかる経費の支出について
31,035

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区民ホール音響設備点検補修業務にかかる経費の支出について
120,960

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区コミュニティ推進事業にかかるカラーペーパー外４点の購入及び同所要経費の支出について
52,228

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかるＬＥＤ投光器ほか１点の購入経費の支出について
1,194,048

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「作って楽しい！食べて美味しい！デコ巻き教室」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
13,400

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課１２月分）
9,860

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課１０月分）
15,115

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課１１月分）
12,564

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月09日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課１０月分）
1,572

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業に係る区発達障がいアドバイザーの報償金（2月分）について
12,400

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区民ホールの消耗品購入代金の支出について（延長コードリール外８点）
118,314

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 折りたたみテーブルほか２点（東住吉会館）買入にかかる経費の支出について
1,490,400

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区南部地域調査分析等業務委託にかかる経費の支出について
999,000
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東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
2,074

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品費の支出について（12月申請分）（運道具）
274,212

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
853

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 わがまち安全マップ作製における印刷経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
117,504

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・前期）
14,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
4,200

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（3月分・前期）
1,640

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「きっとうまくなる！チラシの作り方講座」にかかる講師謝礼の支出について（生涯学習推進事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（1月分）
24,610

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２９年度地域活動活性化促進事業委託事業者選定会議の選定委員報酬の支出について（東住吉区新たなコミュニティ支援事業）
48,759

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小学校）（青少年健全育成事業）
5,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（南田辺小学校）（青少年健全育成事業）
15,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災力向上事業にかかる避難所運営用メッシュビブス購入経費の支出について
287,280

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度　東住吉区スポーツ推進委員の活動にかかる報酬費の支出について（3月支出分）
220,800

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 東住吉区民ホール舞台照明用カラーフィルター買入にかかる経費の支出について
19,440

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 東住吉区民ホール舞台下収納部扉修繕費用の支出について
25,920

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 反射トートバック購入経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
103,680

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（第4四半期)の買入にかかる経費の支出について
108,540

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（第4四半期)の買入にかかる経費の支出について
118,260

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 自着シール式エフ買入にかかる経費の支出について（自転車利用適正化事業）
110,700

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業にかかる講師謝礼の支出について（矢田東小学校）（青少年健全育成事業）
20,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・中期）
19,440

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 レインコート（上下組）購入経費の支出について
298,080

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯・交通安全対策事業用防犯カメラ購入経費の支出について
5,549,040

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分・中期）
7,592

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,738

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成28年度２月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,480

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
1,200

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
82

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
6,068

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
8,588

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
574

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度東住吉区人権啓発推進事業（人権講演会及び人権啓発イベント）にかかる経費の支出について
1,246,718

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機使用による電波利用料の支出について（防災力向上事業）
36,000

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 平成29年2月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
2,844

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品費の支出について（1月申請分）（日用品等）
109,360

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 折りたたみテーブルほか１点（東住吉会館）買入にかかる経費の支出について
991,440

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 防災力向上事業にかかるデジタル簡易無線免許局の購入経費の支出について
14,957

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防災力向上事業にかかるデジタル簡易無線免許局の購入経費の支出について
535,843

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 無線機使用による電波利用料の支出について（防災力向上事業）
1,200

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 有孔ボードパネルほか２点買入にかかる経費の支出について
2,004,769

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業にかかる消耗品費の支出について（12月申請分）（事務用品）
24,840

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 有孔ボードパネルほか２点買入にかかる経費の支出について
1,889,711

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について（防災力向上事業）
290,400

東住吉区役所 区民企画課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 町会加入促進チラシ作成業務にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
76,680

東住吉区役所 保護課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
46,340
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東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
50,760

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
202,800

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
53,893

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
45,289

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年１月分）の支出について
72,600

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
14,190

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
238,660

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,370

東住吉区役所 保護課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
20,921

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
65,936

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
81,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
109,300

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
54,980

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,452

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養短期入所にかかる費用の支出について（平成２８年１２月）
13,440

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
13,170

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,720

東住吉区役所 保護課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
83,977

東住吉区役所 保護課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
387,685

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
455,600

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
475,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
24,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
35,500

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
34,954

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
470,070

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分　法７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について
287,910

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
31,095

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
232,680

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
225,670

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
199,296

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
191,736

東住吉区役所 保護課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
236,330

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　総福システム用プリンタトナーの購入について
77,544

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
159,732

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
14,791

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
99,406

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
63,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
37,127

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
15,800

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
29,890
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東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
232,007

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
6,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
28,540

東住吉区役所 保護課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
1,528

東住吉区役所 保護課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分・後期）
1,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
8,014

東住吉区役所 保護課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
292,137

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
78,677

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
208,008

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
24,340

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
21,226

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
32,111

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
62,025

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
46,800

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
206,856

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
36,135

東住吉区役所 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
8,820

東住吉区役所 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における小児慢性特定疾病申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
30,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
298,512

東住吉区役所 保護課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
219,370

東住吉区役所 保護課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
258,120

東住吉区役所 保護課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２８年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第４四半期）の支出について
1,644,416

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
1,620

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
193,208

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
20,500

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
58,850

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
29,972

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
27,980

東住吉区役所 保護課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第４四半期）の支出について
1,583,166

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２９年２月分後納郵便料の支出について
640,491

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　平成２９年２月分料金受取人払郵便料の支出について
128,591

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
7,390

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における小児慢性特定疾病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
19,840

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
60,401

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊娠検査料の支出について
6,250

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
29,890

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
217,210

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970
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東住吉区役所 保護課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
8,079

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
3,850

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
5,886

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
4,948

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
3,172

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支出について（２月分）
2,168

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
38,500,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
21,000,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
585,104

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年１月分・２月分）の支出について
236,115

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
331,980

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
180,058

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
126,379

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
350,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
50,780

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
11,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
4,968

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
13,168

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（平成２９年１月）
50,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
20,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
16,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
158,952

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
24,260

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
600,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別児童扶養手当申請に要する診断書料の支出について
6,480

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
15,240

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
35,230

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
18,700

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
70,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
4,800,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 平成２９年４月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
47,671

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
21,260

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
107,563

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
64,242

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
23,690

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
73,516

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
38,098

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
80,510

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
205,200
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東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
158,420

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
119,940

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
40,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
40,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
303,790

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
295,723

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
12,420

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
13,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
239,016

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
199,296

東住吉区役所 保護課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
29,085

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
129,600

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
75,028

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分・３月分）の支出について
236,878

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分）の支出について
88,610

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年２月分・３月分）の支出について
306,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
20,346

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
7,920

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,200

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
7,160

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
213,970

東住吉区役所 保護課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
160,246

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
24,116

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
59,692

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
54,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
16,632

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
18,960

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
26,956

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
20,282

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
219,672

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
79,900

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成２９年３月分）の支出について
9,974

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,452

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
18,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
28,760

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
10,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
4,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
3,090

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
10,370

東住吉区役所 保護課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
199,177

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
4,304
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東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保護課　出張旅費（１月分）の支出について
294

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
6,310

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（平成２９年２月）
45,920

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
3,260

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
145,534

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
9,720

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別障害者手当の申請に要する診断書料の支出について
4,630

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
9,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
50,210

平野区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所５階電気温水器修繕作業の実施経費の支出について
45,036

平野区役所 総務課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所および南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
10,260

平野区役所 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　平野区役所外1箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
7,448

平野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
184,957

平野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成２９年１月分）
15

平野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 議事録等作成にかかるテープ起こし業務（単価契約）にかかる経費の支出について
18,144

平野区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所受水槽等清掃等業務委託にかかる所要経費の支出について
83,160

平野区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区役所簡易専用水道定期検査業務にかかる経費の支出について
2,700

平野区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度平野区役所瓜破出張所植栽剪定・害虫駆除及び落葉清掃業務の実施経費の支出について
99,900

平野区役所 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成２８年度工業統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
560

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分)
4,164

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について(平成29年2月分)
756

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所雑排水槽等清掃業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
129,600

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所汚水槽清掃業務委託にかかる所要経費の支出について
103,680

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
196,540

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について(平成２９年２月分）
85,318

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（視覚障がい者用）等の長期借入にかかる賃貸借料の支出について（平成29年2月分）
19,116

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
542,554

平野区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 ひとり親家庭サポーター事業にかかるパソコン使用料の支出について（平成２９年２月分）
2,028

平野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平野区役所総務課事務用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分、平成29年1月分）
800

平野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平野区役所総務課事務用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分、平成29年1月分）
52,448

平野区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 平野区役所地下１階エアコン修繕作業の実施経費の支出について
751,140

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用産経新聞購入経費の支出について（平成29年2月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用朝日新聞購入経費の支出について(平成29年2月分)
4,037

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所および南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
10,260

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所総務課事務用（経済センサス、工業統計調査分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
5,591

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 加美出張所事務用後納郵便にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
8,086

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口案内員及び保健福祉課フロアマネージャー派遣業務にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
668,520

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎ほか１箇所にかかる清掃業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
633,960

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所加美出張所機械警備業務にかかる所要経費の支出について（平成29年2月分）
7,560

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について（平成29年2月分）
111,870

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
9,504

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平野区役所総務課事務用（経済センサス、工業統計調査分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
1,710

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 平野区役所総務課事務用（経済センサス、工業統計調査分を含む）後納郵便にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
3,936

平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成29年2月分)
694
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平野区役所 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便にかかる経費の支出について(平成29年2月分)
11,523

平野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　平野区役所外1箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(平成29年2月分）
6,341

平野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度　平野区役所外1箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
10,815

平野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所産業廃棄物処理（汚泥）業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について
99,360

平野区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 平野区役所事務用市内出張交通費の支出について（平成２８年１０月採用試験官分）
980

平野区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用読売新聞の購入経費の支出について（平成29年2月分）
4,037

平野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
187,741

平野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所専用回線使用にかかる経費の支出について（平成２９年３月請求分）利用対象月２月
35,008

平野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所及び加美出張所衛生害虫駆除業務の実施及び同経費の支出について
113,400

平野区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 平野区選挙管理委員会事務用ドラムカートリッジほか１点の購入経費の支出について
86,940

平野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 北部サービスセンターおよび南部サービスセンター周知チラシ印刷業務の実施経費の支出について
201,960

平野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所及び加美出張所・南部サービスセンターの市民局証明書発行システムにかかる経費の支出について（平成２９年３月請求分）利用対象月２月
11,291

平野区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平野区役所庁舎鳥害予防にかかる防鳥ネット取付業務委託の実施及び同経費の支出について
1,782,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）３月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）３月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（1月分）
18,814

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（1月分）
18,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成29年１月分市内出張交通費の支出について
2,460

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月02日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（1月分）
7,056

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 窓口サービス課（戸籍）タイプライター修繕業務の支出について
160,380

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（現年還付加算金）の支出について（3月3日支払分）
3,700

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月3日支払分）
193,808

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 資格喪失後受診に伴う療養費の返納金清算の支出について
10,997

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月3日支払分）
57,995

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所ライフイベント記念事業（出生記念シールお渡し用封筒）の購入経費の支出について
25,470

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保険年金事務用消耗品（電動アシスト自転車）の購入並びに同経費の支出について
246,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保険年金事務用消耗品（電動アシスト自転車）の購入並びに同経費の支出について
1,800

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用臨時運行許可番号標の作製及び同所要経費の支出について
34,560

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用公用朱肉外２９件の購入及び同所要経費の支出について
66,412

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　図書購入費 窓口サービス課事務用書籍の購入及び同所要経費の支出について
17,280

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成２８年度人口動態調査消耗品購入費の支払いについて
24,570

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（２月分）
29,324

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便の支出について（２月分）
122,939

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
36,078

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
48,930

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
267,427

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
61,783

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
86,545

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
1,009,221

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
79,387

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（現年還付加算金）の支出について（3月24日支払分）
8,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（２月受付分・一般）
1,386,063

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成２９年２月受付分）
950,000

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成２９年２月受付分）
1,499,201

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月24日支払分）
273,576

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（3月24日支払分）
98,562

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
45,949
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平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
146,944

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当事務用平成29年２月分後納郵便料の支出について
173,182

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成29年2月分市内出張交通費の支出について
480

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成29年2月分市内出張交通費の支出について
880

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月27日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当平成28年９月分市内出張交通費の支出について（後期）
780

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２９年２月分）
98,181

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２９年２月分）
4,261,725

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課事務用トナー・ドラムカートリッジの購入及び同所要経費の支出について
140,400

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の実施について（平成２９年２月分）
332,414

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月29日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（2月分）
32,428

平野区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 補償、補填及賠償金　賠償金 平野区　窓口サービス課住居表示通知業務にかかる損害賠償の支出について
106,627

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用六角レンチにかかる購入経費の支出について（喜連地域活動協議会）
7,776

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト　のぼり外１点の購入経費支出について
79,596

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　ナンバープレート盗難防止ネジ外１点にかかる購入経費の支出について（喜連地域活動協議会）
21,384

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度生涯学習推進事業にかかる空気入れ外３点の購入経費の支出について
26,341

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用軍手ほか２点にかかる購入経費の支出について（喜連　長吉出戸　地域活動協議会）
147,690

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度子育て子育ち応援事業にかかるカラーペーパーの購入経費の支出について
59,281

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　青少年健全育成啓発シャープペンシルの購入にかかる経費の支出について
22,464

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業用ボールペン外１４点の購入の実施及び同所要経費の支出について（第２期）
96,811

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度人権啓発推進事業にかかるポケットティッシュ外４点の購入経費の支出について
79,920

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 青少年健全育成・非行防止推進事業用　養生テープ外９点の購入にかかる経費の支出について
32,179

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用大判ロール紙外11点の購入にかかる経費の支出について
171,639

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用保存用ようかん外２点にかかる購入経費の支出について（新平野西地域活動協議会）
41,342

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用防水提灯にかかる購入経費の支出について（平野地域活動協議会）
10,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用メッシュベストにかかる購入経費の支出について（瓜破東地域活動協議会）
126,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用赤色誘導棒ほか３点にかかる購入経費の支出について（瓜破東　新平野西　地域活動協議会）
200,469

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用非常用浄水装置交換セットにかかる購入経費の支出について（喜連地域活動協議会）
211,334

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害に強いまちづくり推進事業用プリンターの購入にかかる経費の支出について
220,320

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（１月分）
23,855

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
19,800

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
19,584

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
1,814

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
17,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市平野区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託にかかる所要経費の支出について（第４回目支払い分）
6,112,500

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課小口支払基金繰入金の支払について（２月分）
500

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 災害に強いまちづくり推進事業用防災マップ印刷業務委託にかかる経費の支出について
168,480

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度区民協働企画講座にかかる講師謝礼の支出について
10,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト　半袖シャツ外４点の購入経費支出について
145,692

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト　カールーフ用ベースキャリア外２点の購入経費支出について
49,572

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用ノートパソコン外２点にかかる購入経費の支出について
23,112

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度生涯学習推進事業にかかる、てぐす外３点の購入経費の支出について
10,789

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度子育て子育ち応援事業にかかるクリアーホルダー外５点の購入経費の支出について
53,136

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯プロジェクト事業用ノートパソコン外２点にかかる購入経費の支出について
137,160

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度大阪市人権啓発推進員平野区連絡会研修会にかかる講師謝礼の支出について
19,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課ＦＡＸ用ドラムユニット外２点購入経費の支出について
274,644

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用缶入りミルクビスケットの購入にかかる経費の支出について
233,280

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用スピーカーマイク外２点にかかる購入経費の支出について
95,796
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平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用自転車前かご用ひったくり防止カバー（平野区役所）購入経費支出について
2,322,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度学校体育施設開放事業にかかる体育館ワックスほか７点の購入経費の支出について
107,676

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 地域安全防犯プロジェクト事業用スピーカーマイク外２点にかかる購入経費の支出について
124,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度スポーツ推進委員報酬の支出について（１０月～３月分）
110,425

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用家具転倒防止器具の購入にかかる経費の支出について
26,460

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
3,772

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
6,572

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,814

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
5,371

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,360

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
140

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
77,049

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり協働課業務用後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,298

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度子育て子育ち応援事業交流会等にかかる選定委員会の講師謝礼の支出について
27,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成28年度　コミュニティ育成事業における消耗品費の支出について
156,600

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 青少年健全育成・非行防止推進事業　平野区ゆきまつりにかかる積載、運搬および荷降ろし業務委託の経費の支出について
194,400

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 災害に強いまちづくり推進事業用非常用浄水装置の購入経費にかかる支出について
713,664

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 平成28年度　地域教育力を高めるボランティアセミナーへの参加にかかる管外出張について
37,940

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度地域防災リーダー研修～防災フォーラム～にかかる講師派遣料の支出について
100,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用ホイッスルライトほか２点にかかる購入経費の支出について（喜連西地域活動協議会）
50,716

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用救助用工具セットの購入にかかる経費の支出について
362,016

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり協働課外勤用電動アシスト自転車購入経費の支出について
192,120

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業・一般事務用ポストイットほか１６点の購入経費の支出について
65,365

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり」支援事業・一般事務用ポストイットほか１６点の購入経費の支出について
9,078

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用ワイヤレスマイク外１点の購入にかかる経費の支出について
114,696

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 まちづくり協働課外勤用電動アシスト自転車購入経費の支出について
1,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２８年度区民協働企画講座にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成２９年度平野区コミュニティ育成事業選定委員にかかる報償金の支出について
99,598

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 公園の美化活動を通じた高齢者の社会参加の促進事業選定委員にかかる報償金の支出について
49,839

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成２８年度学校体育施設開放事業にかかるプロジェクター外９点の購入経費の支出について
165,937

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用台車の購入経費にかかる支出について
376,380

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト　啓発用シャボン玉の購入経費支出について
43,200

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 協働型地域防犯・防災事業用　保存用ようかん外２点にかかる購入経費の支出について（平野・喜連西・長吉東部地域活動協議会）
89,208

平野区役所 まちづくり協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に強いまちづくり推進事業用ソーラー充電式ＬＥＤランタンの購入経費にかかる支出について
1,515,024

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分市立保育所消耗品費（特別保育）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分市立保育所消耗品費の支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成２９年３月分市立保育所消耗品費追加配分の支出について
100,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,552,167

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
116,599

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
180,673

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
973,676

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
13,205

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
359,934

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
205,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
161,615
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平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
176,061

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
8,088

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者支援にかかる専門相談における外部講師への報償金の支出について　　　　　　　（第６回目　２月分）
22,800

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子広場パート2にかかる講師謝礼金の支出について（２月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 法律相談業務（民生委員関係）における弁護士報酬の支払いについて
54,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月10月11月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月10月11月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月10月11月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
158,164

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
286,108

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月10月11月追加分）の支出について
1,224

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（５月10月11月追加分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　平野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
90,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事業用　平野区窓口受領者の臨時福祉給付金の支出について（３月分）
30,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
25,300

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
25,300

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
466,540

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第６６号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成２９年２月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
149,340

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年２月１３日午後実施分歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２９年２月１３日午前実施分歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,190

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師報償金の支払について（2月14日分）
9,160

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
278,036

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
106,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,050

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
23,078

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
25,466

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,500

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
190,192

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
1,058

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
1,210

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,120

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
18,069

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 保健活動及び地域保健担当用事務用品（ノート他１５点）の購入並びに同所要経費の支出について（1月執行分）
3,888

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　食糧費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,752

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,920

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,800

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
40,277

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
371,364

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第７０号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第６０号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 第４回子育て支援者スキルアップ講座にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区役所所管公用車の自動車損害賠償責任保険にかかる経費の支出について
27,840

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
578,800
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平野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
20,280

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
7,250

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
380,933

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
61,465

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
319,231

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
108,803

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
647,893

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
108,656

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第６８号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい者への理解のための区民学習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
3,982

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
49,926

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
38,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
65,789

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
26,352

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 子ども家庭支援員活動費（第３四半期分）の支出について
20,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区発達障がいサポート事業参加者の「非営利・有償活動団体保険」への加入に関する経費の支出について(平成29年度)
245,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
261,360

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（１月分）の支出について
2,980

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
16,511

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 平野区役所庁内情報端末用パソコン修理の実施並びに同所要経費の支出について
86,184

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,834,753

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
28,872

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
189,720

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第７１号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第７２号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
327,413

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
49,725

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用総合福祉システム、国保等システム及び庁内情報利用パソコン並びにFAX等プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
78,397

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
6,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,640

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用総合福祉システム、国保等システム及び庁内情報利用パソコン並びにFAX等プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
61,074

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用総合福祉システム、国保等システム及び庁内情報利用パソコン並びにFAX等プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
47,370

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,900

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
49,150

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
747,418

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,158

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
5,730

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第７３号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第２６号）
45,000
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平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,460

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
8,200

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（１月分）
1,900

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
5,749

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用総合福祉システム、国保等システム及び庁内情報利用パソコン並びにFAX等プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
20,358

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 地域福祉担当事務用総合福祉システム、国保等システム及び庁内情報利用パソコン並びにFAX等プリンタートナーの購入にかかる経費の支出について
12,214

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
406

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座講師報償金の支払について（2月22日分）
9,380

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度ひらの青春生活応援事業業務委託にかかる経費の支出について（第11回中間）
639,894

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
1,188,740

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,437

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
183,618

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第５０号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第７４号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第６２号）
300,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,450

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
408,718

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
544,974

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,680

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
611,716

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
129,219

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
9,500

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
55,770

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
449,416

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 認知症予防推進事業にかかる外部専門家への報償金の支出について　　　　　　　　　　（１１月９日、１１月３０日分）
9,320

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区認知症予防推進事業「平野区いきいき脳活教室」冊子作成にかかる同所要経費の支出について
26,730

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
1,607

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成28年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,964,249

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 平野区認知症予防推進事業「平野区いきいき脳活教室」冊子作成にかかる同所要経費の支出について
80,190

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
311,681

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
199,751

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
41,407

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
265,511

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
23,544

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
4,700

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
93,840

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,830

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
289,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
38,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,300

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
642

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
222

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
984

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
328

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平野区広報紙「広報ひらの」平成29年度保健事業のご案内印刷の実施と同所要経費の支出について
234,856
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平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
17,150

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
164

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
4,734

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度　民生委員・児童委員費用弁償（第４四半期）の支出について
1,887,999

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
1,066

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
37,716

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成29年３月分市立保育所給食賄材料費の支出について
4,038,760

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
340

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（2月分）
82

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 在宅医療・介護連携推進事業にかかる市内等出張交通費の支出について（２月分）
560

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業用事務用品の購入経費の支出について
125,155

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いきいき百歳体操推進事業用おもりバンドの購入にかかる所要経費の支出について
330,480

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,880

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
204,721

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
28,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
188,159

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平野区広報紙「広報ひらの」平成29年度保健事業のご案内企画編集業務の委託について
69,120

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
66,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
82,250

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
155,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成29年2月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
865,970

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　印刷製本費 在宅医療介護推進事業における市民向け普及啓発促進の為に医療・介護等窓口に貼付するステッカー作成業務
155,520

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
3,198

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
9,758

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
39,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
21,628

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
18,594

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
58,200

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
65,791

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
561,727

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
71,389

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
7,310

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
330,403

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
404,886

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
22,427

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
174,679

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,290

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
85,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
318,606

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
92,400

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
94,880
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平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
569,040

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,520

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
10,800

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
194,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
11,760

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
115,173

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
21,600

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
51,806

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
12,464

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
49,110

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
50,004

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
18,590

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
127,353

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用２月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
52,343

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度平野区認定審査会委員連絡協議会にかかる報酬及び費用弁償の再支出について
18,620

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
2,693

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用２月分後納郵便料の支出について
5,136

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
126,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 ひらのにんにゃか子育て事業用保育用品の購入経費の支出について
41,400

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
480

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について
1,620

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
1,228,842

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について（代理受領方式）
52,900

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
20,024

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,580

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担相当額等一部助成事業用医療費の支出について（３月分）
510,713

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第７７号）
235,384

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
3,500

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張交通費の支出について（３月15日）
9,500

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
400

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
396,598

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 地域福祉担当事務用市内等出張交通費（２月分）の支出について
300

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療助成事業用医療費の支出について（３月分）
57,469

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（２月分）
579,380

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成28年度平野区保健福祉センター各種保健事業にかかる白衣等洗濯業務委託契約（概算契約）
12,657

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
364,332

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
322,388

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
458,062

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について（第６９号）
162,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成２８年度高齢者住宅改修費給付事業に係る給付金の支出について　（第７９号）
270,000

平野区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
24,000

平野区役所 政策推進課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について
138

平野区役所 政策推進課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について
138

平野区役所 政策推進課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について
800

平野区役所 政策推進課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員保険料および加入手数料の支出について
800

平野区役所 政策推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区こども学力サポート事業用教材（短期集中！漢字トレーニング　低学年　他２８６冊）購入にかかる経費の支出について
364,685
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平野区役所 政策推進課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 政策推進課広聴･広報事業用庁用器具費(広報板１基)購入にかかる経費支出について
129,600

平野区役所 政策推進課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度平野区区政会議運営事業にかかる筆耕翻訳料の支出について（平成29年1月31日　第４回平野区区政会議　意見交換会４テーブル及び全体会）
86,994

平野区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（2月分）
2,760

平野区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（2月分）
899

平野区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（2月分）
280

平野区役所 政策推進課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（2月分）
810

平野区役所 政策推進課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度平野区教育関連事業にかかる会議録作成業務にかかる経費の支出について（平成29年2月21日開催分）
30,618

平野区役所 政策推進課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(３月号)
335,253

平野区役所 政策推進課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託(概算契約)にかかる支出について(３月号)
169,097

平野区役所 政策推進課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について(３月号)
91,800

平野区役所 政策推進課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成28年度平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について(３月号)
411,312

平野区役所 政策推進課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「平野区まちづくり地域ビジョン」プロジェクトチーム会議にかかる報償金の支出について
17,093

平野区役所 政策推進課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（平成２９年２月分）
645,870

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
22,400

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
262,948

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
38,840

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（１月分）
42,120

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
13,630

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
724,630

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
75,242

平野区役所 生活支援課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
102,796

平野区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（１月分）
98,447

平野区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分）の支払いについて
242,244

平野区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分）の支払いについて
99,098

平野区役所 生活支援課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
116,526

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
25,272

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
384,480

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１１～２月分）
324,755

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
108,500

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,512

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
56,843

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
87,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
16,960

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　長期入院患者にかかる診療報酬の支出について
24,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　障害児施設医療等にかかる食事療養費の支出について
14,880

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
59,440

平野区役所 生活支援課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
16,380

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
39,960

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１月分）
30,350

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払いについて（１１月分）
20,100

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
47,120

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
14,630

平野区役所 生活支援課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
274,520

平野区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
338,810

平野区役所 生活支援課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
318,478

平野区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１月分）
20,100

平野区役所 生活支援課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
763,880
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平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
552,420

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１月分）
175,260

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１２～２月分）
344,375

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１２～１月分）
142,020

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
58,061

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
97,744

平野区役所 生活支援課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
213,970

平野区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
73,384

平野区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
287,005

平野区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
20,820

平野区役所 生活支援課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
83,190

平野区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 生活保護事務用シュレッダーの購入に係る所要経費の支出について
203,904

平野区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
72,480

平野区役所 生活支援課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
5,640

平野区役所 生活支援課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
17,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２・３学期分　教材費）の支払いについて
32,080

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１２月分～２月分）の支払いについて
628,973

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分・２月分）の支払いについて
8,575

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
57,960

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
2,820

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
183,756

平野区役所 生活支援課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
194,091

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
363,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
390,540

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
335,989

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
411,115

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
460,755

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１２月分～３月分）の支払いについて
507,965

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分・３月分）の支払いについて
973,340

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
97,930

平野区役所 生活支援課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
197,837

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用総合福祉システム端末プリンタトナーの購入に係る所要経費の支出について
43,956

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
8,352

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（２８年７月、１２月、２９年１～２月）
338,841

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
2,250

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
45,920

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
8,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
26,031

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
27,060

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
112,890

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
180,116

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（中絶にかかる費用）の支出について
103,650

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
256,120

平野区役所 生活支援課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,900,140

平野区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,095,059

平野区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
81,868

平野区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（１月分・２月分）の支払いについて
705,647
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平野区役所 生活支援課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（３月分）の支払いについて
2,205

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用生活扶助金の支出について
20,220

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
33,400

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
112,493

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
143,540

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
108,288

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
4,800

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
79,280

平野区役所 生活支援課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
371,290

平野区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
308,856

平野区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
199,800

平野区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
260,100

平野区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
573,644

平野区役所 生活支援課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（７月分・９月分～２月分）の支払いについて
85,032

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（外勤カバン）の購入に係る所要経費の支出について
35,100

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（２８年１１月分）
4,200

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
57,000,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～２月分）
246,028

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～３月分）
247,736

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
22,000,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
27,657

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,500

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
33,724

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
50,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
62,410

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
1,000,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
77,464

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
100,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
3,240

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
10,000,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用平成２９年４月分生活保護費の支出について（定例分）
300,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,275,442

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務にかかる事務用品（カーテン外４点）の購入に係る所要経費の支出について
237,492

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（２月分）
99,130

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課庁内情報端末プリンタトナーの購入に係る所要経費の支出について
20,520

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～３月分）
166,697

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における妊娠検査料の支払について
9,312

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
278,982

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
27,910

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,078

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
31,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（中絶にかかる費用）の支出について
120,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　障害児施設医療等にかかる食事療養費の支出について
14,880

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費　出産扶助金の支出について
41,690

平野区役所 生活支援課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
161,422
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平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
864

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年３月分）
28,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
54,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（２月分）
115,220

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
366,755

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
67,070

平野区役所 生活支援課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
167,970

平野区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
6,500

平野区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（平成２９年２月分）の支払いについて
335,551

平野区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
77,960

平野区役所 生活支援課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（２月分）の支払いについて
287,874

平野区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
162,000

平野区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
14,796

平野区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
78,600

平野区役所 生活支援課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
116,123

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～３月分）
558,627

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
56,601

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
23,213

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
30,020

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
16,120

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
171,920

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
641,910

平野区役所 生活支援課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
250,000

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年２月分）
1,550

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年２月分）
19,764

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年２月分）
1,476

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年２月分）
3,217

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（10～12月分）
5,437

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区役所等産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託（単価契約）経費の支出について（10～12月分）
64,183

西成区役所 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用住宅地図の購入経費の支出について
23,306

西成区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用・特区構想ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協議会運営事業用　デジタルカメラ外４点の購入経費の支出について
42,930

西成区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 イメージアップ推進事業用・特区構想ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協議会運営事業用　デジタルカメラ外４点の購入経費の支出について
41,094

西成区役所 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（２月分）
409,500

西成区役所 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　西成区合同庁舎植栽等管理業務経費の支出について（下半期分）
516,039

西成区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（１月分）
251,620

西成区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成28年5月号～平成29年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
55,404

西成区役所 総務課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集業務委託にかかる経費の支出について（3月号）
243,000

西成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 区役所一般事務用　西成区役所庁内情報パソコン修繕業務の経費の支出について
86,184

西成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成28年度西成区合同庁舎機械警備設備保守点検業務に係る経費の支出について（２月分）
27,820

西成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（平成29年２月分）
471,852

西成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務委託（長期継続）経費の支出について（２月分）
135,559

西成区役所 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成28年度西成区合同庁舎機械警備業務に係る経費の支出について（２月分）
32,918

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
10,238

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
2,501

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
115,276

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
112,432

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
8,927
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西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
5,870

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
56,376

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
667,521

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
27,381

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
334,559

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
44,505

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
8,113

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 総務課一般事務用　厚紙用紙外３５点の購入経費の支出について
25,507

西成区役所 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
3,039

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業用等小口支払基金繰入金の支出について ２回目（平成２９年２月分）
1,296

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 西成区イメージアップ推進事業用等小口支払基金繰入金の支出について ２回目（平成２９年２月分）
1,279

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 西成区の広報紙（平成２８年５月号～平成２９年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（3月号）
339,908

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（3月号）
278,640

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　西成区合同庁舎受水槽・汚水槽清掃及び水質検査業務委託の経費の支出について
156,362

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住民情報事務用　平成28年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について（２月分）
13,608

西成区役所 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 西成区イメージアップ推進事業用等小口支払基金繰入金の支出について ２回目（平成２９年２月分）
1,296

西成区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
828

西成区役所 総務課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業および区政会議運営事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
9,480

西成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用市内出張交通費の支出について（平成29年1月～2月分）
2,872

西成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区民モニター事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
1,672

西成区役所 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 イメージアップ推進事業用西成区観光マップの作成経費の支出について
550,800

西成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年３月分）
18,144

西成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年３月分）
3,334

西成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用地下鉄回数カードの購入経費の支出について
30,000

西成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区民モニター事業用区民モニターアンケート調査（区民意識調査）業務委託にかかる経費の支出について
321,840

西成区役所 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 庁舎設備維持管理用等小口支払基金繰入金の支出について １回目（平成２９年３月分）
1,218

西成区役所 総務課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用 乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２９年２月分）
37,497

西成区役所 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区合同簡易専用水道水質検査業務委託の経費の支出について
6,584

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用・任用事務用市内出張交通費の支出について（平成28年5月～29年2月分）
23,118

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気代の支出（口座自動引落払い）について（２月分）
2,172,927

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（３月分）の支出（口座自動引落払い）について
103,500

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用上下水道代（３月分）の支出（口座自動引落払い）について
205,500

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎維持管理用　西成区役所庁舎職員用駐輪場自転車ラック修繕業務経費の支出について
261,360

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所窓口案内従事者派遣業務（長期継続）経費の支出について(平成29年2月分)
312,703

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課事務用・任用事務用市内出張交通費の支出について（平成28年5月～29年2月分）
600

西成区役所 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 総務課事務用・任用事務用市内出張交通費の支出について（平成28年5月～29年2月分）
1,080

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区における今後のまちづくりの方向性に関する検討調査業務委託事業者選定会議にかかる報償金支払について
50,419

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（２月分）
136,020

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課事務用出張交通費の支出について
3,120

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（３月分）
285,639

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
328

西成区役所 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
4,838

西成区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安心安全対策事業用　反射メッシュベスト外２点の買入経費の支出について
53,460

西成区役所 市民協働課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業業務委託契約にかかる委託料の支出について（平成29年1月分）
367,290

西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 人権事業用　にしなり我が町２月号における人権コラムの執筆謝礼の支出について
17,100

西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分２回目）
10,000
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西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
3,318

西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
820

西成区役所 市民協働課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分１回目）
6,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 大阪市職員用防災服の購入費の支出について（地域防災活動事業用）
356,400

西成区役所 市民協働課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 区役所附設会館管理運営事業用ホール音響装置等の購入経費の支出について
231,552

西成区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業及び安心安全対策事業用ロール紙外８点の買入経費の支出について
41,256

西成区役所 市民協働課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯対策事業及び安心安全対策事業用ロール紙外８点の買入経費の支出について
15,768

西成区役所 市民協働課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営事業用西成区民センター１階女性トイレ便座洋式化交換等業務にかかる経費の支出について
563,436

西成区役所 市民協働課 平成29年03月09日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用育苗培土外１７点の購入経費の支出について
271,566

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!６回目です!」における一時保育謝礼の支出について
15,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安心安全対策事業用キャスター付きパネルスタンドの買入経費の支出について
16,761

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
430

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
1,520

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
2,756

西成区役所 市民協働課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（２月分３回目）
364

西成区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西成区人権を考える区民のつどい「元気です!西成!!６回目です!」出演謝礼の支出について
206,100

西成区役所 市民協働課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度西成区地域安全防犯カメラ設置補助金の支出について
160,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 社会教育関連学習会等助成事業『大阪市玉出幼稚園PTA　サッカー遊びを楽しもう』講師謝礼金の支出について
10,200

西成区役所 市民協働課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市スポーツ推進委員報酬の支出について（10～３月分）
201,600

西成区役所 市民協働課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 人権事業用　ポケットティッシュ購入経費の支出について
25,402

西成区役所 市民協働課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安心安全対策事業用付箋外３点の買入経費の支出について
18,236

西成区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業及び遺族援護事業　後納郵便料の支出について（2月分）
14,454

西成区役所 市民協働課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業及び遺族援護事業　後納郵便料の支出について（2月分）
1,148

西成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,858

西成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
1,896

西成区役所 市民協働課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（２月分）
266

西成区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（平成２９年２月分）
17,612

西成区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用等後納郵便料の支出について（２月分）
82

西成区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用等後納郵便料の支出について（２月分）
2,594

西成区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用等後納郵便料の支出について（２月分）
1,476

西成区役所 市民協働課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 イメージアップ推進事業及び市民協働課一般事務用等後納郵便料の支出について（２月分）
8,278

西成区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用 色上質紙 外5点 及び 遺族援護事務用クリアファイル の購入経費の支出について
212,479

西成区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 タウン誌編集・作成支援事業にかかる「人情マガジンにしなりVol.17及びVol.18」印刷経費の支出について
321,840

西成区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度西成区市民協働型自転車利用適正化事業業務委託契約にかかる委託料の支出について（平成29年2月分）
367,290

西成区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区民センター１階・２階全トイレ照明設備改修業務にかかる経費の支出について
257,040

西成区役所 市民協働課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 需用費　消耗品費 生涯学習事業用 色上質紙 外5点 及び 遺族援護事務用クリアファイル の購入経費の支出について
2,851

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 需用費　燃料費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
2,000

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
3,823

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
3,084

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び緑化推進事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
4,260

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
3,822

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課一般事務及び市民局地域安全対策事業等用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分１回目）
972

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用ロール紙外１点の購入経費の支出について
34,020

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課一般事務及び緑化推進事業用にかかる小口支払基金繰入金の支出について（３月分２回目）
1,640

西成区役所 市民協働課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災活動事業　平成29年度地域防災リーダーにかかるボランティア保険料の支出について
261,600

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度西成区コミュニティ育成事業・大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議出席にかかる報償金の支出について
16,793
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西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度西成区コミュニティ育成事業・大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議出席にかかる報償金の支出について
16,793

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度西成区コミュニティ育成事業・大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議出席にかかる報償金の支出について
16,253

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成29年度西成区コミュニティ育成事業・大阪市西成区における新たな地域コミュニティ支援事業委託事業者選定会議出席にかかる報償金の支出について
16,253

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害対策本部用　反射メッシュベスト外3点の購入費の支出について
362,880

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区地域防災リーダー用プレートの購入費の支出について（地域防災活動事業用）
173,880

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域環境整備事業（駐輪対策等)用自転車置場表示看板等製作にかかるプラスティックフェンス外１点の買入経費の支出について
88,290

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用　育苗培土外９点の購入経費の支出について
214,110

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業及び安心安全対策事業用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
1,116

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 人権事業及び安心安全対策事業用　後納郵便料金の支払いについて（２月分）
5,084

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域環境整備事業用　通学路安全確保用防犯カメラ設置にかかる関西電力柱共架料金の支出について（平成２８年度分）
57,959

西成区役所 市民協働課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 あいりん地域環境整備事業用　通学路安全確保用防犯カメラ設置にかかるＮＴＴ柱添架料金の支出について（平成２８年度分）
10,368

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２９年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月01日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 退職被保険者等還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金２９年３月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（１月分）
15,065

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（保険）国民年金事務用レターパックの購入経費にかかる支出について
30,600

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成28年12月分）
79,809

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成28年12月分）
3,313,637

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成28年12月分）
336,024

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月09日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般（保険者間調整分）　平成２９年２月支給決定分の支出について
87,685

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
79,809

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
3,313,637

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年1月分）
336,024

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 住民情報担当用　シュレッダー（西成区役所）買入経費の支出について
301,104

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２９年２月支給決定分の支出について
480,943

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２９年２月支給決定分の支出について
288,488

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２９年２月支給決定分の支出について
750,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険給付用　高額療養費　一般　平成２９年２月支給決定分の支出について
126,270

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月10日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２９年２月支給決定分の支出について
1,722,090

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月15日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（３月１５日支払予定分）
52,389

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報事務用黒マジック外４２点の購入経費の支出について
179,350

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナー外18点の購入経費にかかる支出について
53,114

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナー外18点の購入経費にかかる支出について
53,266

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２９年２月支給決定分の支出について
164,577

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　平成２９年２月支給決定分の支出について
250,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担金 国民健康保険給付用　出産育児一時金　平成２９年２月支給決定分の支出について
1,333,260

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険給
付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般・退職　平成２９年２月支給決定分の支出について
4,547

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　プリンタートナー外18点の購入経費にかかる支出について
23,760

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出還付加算金（一般）の支出について（平成２９年３月２２日支払予定分）
4,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月22日 国民健康保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（平成２９年３月２２日支払予定分）
213,939

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課保険年金（管理）国保徴収事務用切手の購入経費にかかる支出について
15,200

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２９年２月支給決定分の支出について
251,139

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　平成２９年２月支給決定分の支出について
428,303

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
33,660

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
91,674

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成２８年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便２月分の支出について
1,328

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
14,992

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費 需用費　印刷製本費 西成区特定健康診査受診率向上事業用　周知チラシの経費の支出について
25,920
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西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 固定電話（市民局証明書発行システム）料金の支出について（２月利用分）
3,814

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
2,894

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
4,848

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
1,447

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
17,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
35,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
78,549

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
3,618

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
180,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（２月分）
892,449

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
160,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
60,000

西成区役所 窓口サービス課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（２月分）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（１月分）
822

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
144,146

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
36,650

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
2,420

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
45,272

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
34,703

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
12,160

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
16,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
5,400

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
146,836

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
97,767

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（特別保育分）の支払について
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分消耗品費（通常保育分）の支払について
350,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
274,229

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
173,914

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
261,392

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・移送費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
127,930

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検査料の支出について（医療扶助費）
72,790

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月02日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
87,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（１月分）
13,596

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

負担金、補助及交付金　交付金 臨時福祉給付金支給事務用　西成区窓口受領者の臨時福祉給付金について（平成２８年１１月～２９年３月分
222,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
223,119

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２８年７月・８月・９月・１０月・１１月）
11,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者福祉及び障がい児福祉用高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について（平成２８年７月・８月・９月・１０月・１１月）
11,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
10,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
380,331

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・家財処分料の支出について（生活扶助費）
401,405

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
505,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
447,700

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,775,909

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成２９年１月分）
171,900

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
323,150

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について(生活扶助費）
5,400
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
239,031

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費に支出について（住宅扶助費）
38,880

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
79,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
6,198

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
294,141

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
1,514,847

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
194,400

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（西成区保健福祉センター分館２階　１月分）
24,180

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（１月分）
84,726

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
341,750

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
254,598

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,603

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
193,998

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
368,367

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・食事療養費・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
145,790

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
102,710

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 地域福祉活動推進事業啓発用クリアファイル作成経費の支出について
89,856

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 総合支援事務事業にかかる出張旅費の支出について
1,460

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
41,784

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
239,226

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
84,520

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
30,853

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,350

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
429,441

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
168,109

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
20,350

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
238,560

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
214,737

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
350,108

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
180,080

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
253,023

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
238,832

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
203,762

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
29,637

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,240,060

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月08日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる就学支度資金の支出について
200,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　１月分）
22,310

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式複写機賃借料の支出について（３階　１月分）
13,455

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
245,156

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
318,558

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
329,570

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
17,680

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月09日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
18,479

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「基礎学力向上支援事業」事業者選定会議（１回目）にかかる報償金の支出について
51,669

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館クラフト封筒買入にかかる経費の支出について
16,092



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,678

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,720

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
25,717

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
21,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
42,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
116,183

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
97,120

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 老人保護措置事業用葬祭費の支出について
67,782

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
233,490

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
225,285

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
295,708

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
115,064

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
272,503

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
7,722

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
127,286

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
199,470

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
358,572

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
187,558

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
245,280

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費・福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
17,842

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
81,710

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
2,803

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
17,720

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
101,580

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,294,104

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金にかかる修学資金の支出について（平成29年4月～9月分）
486,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　手数料 介護給付事業に係る住宅改修理由書作成費の支出について
14,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成２９年度発達障がいサポート事業用「発達障がいサポーター」の非営利・有償活動団体保険加入にかかる経費の支出について
98,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
121,078

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
42,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
19,950

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
202,883

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
13,130

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
275,478

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
420,901

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく介護サービス費の支出について（介護扶助費）
36,085

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
12,890

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
44,400

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
48,510

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
93,789

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
207,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
26,260
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
15,481

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく159条戻入金の過誤納付による還付金の再支出について（生活扶助費・住宅扶助費）
26,128

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
115,453

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
91,814

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく159条戻入金の過誤納付による還付金の再支出について（生活扶助費・住宅扶助費）
42,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
101,160

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
47,728

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
8,856

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく住宅改修費の支出について（介護扶助費）
17,766

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
496,644

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
464,979

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
2,160

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
9,430

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用児童手当給付費の支出について（平成28年2月）
20,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（平成29年1月分・大阪府医師会）
203,592

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
263,572

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
276,480

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
14,325

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
307,770

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
487,620

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 平成２９年３月分法第７８条の２に基づく申出による徴収にかかる生活保護費の支出について（生活扶助費）
261,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
251,242

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
202,517

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月15日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
320,134

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
384,288

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
203,014

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
154,747

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
4,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
239,560

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
22,140

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
16,190

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年2月決定分）
12,270

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 老人医療費一部助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年1月決定分）
307,280

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（平成２９年２月分）
49,780

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる従事者報償金の支出について（平成２９年２月分）
31,190

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（平成２９年２月分）
9,160

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援室一般事務用小口支払基金の繰入について（２月分）
1,360

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校選択制事務用品　Ａ４カラー用紙（ブルー）外８点買入にかかる経費の支出について
41,256

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康づくり事業用負荷調整重錘バンド外１点の購入経費の支出について
140,162

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
3,872

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
5,830

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（３月分）の支出について
7,587

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守小学校上下水道使用料（３月分）の支出について
13,251

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 保健福祉センター事業用車両法定１２ヶ月点検及び修繕一式にかかる経費の支出について
12,096

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（平成２９年２月分）
88,420

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 分館運営用複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成２９年２月分）
6,510
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 エックス線デジタル画像診断装置（西成区役所）一式長期借入の実施経費の支出について（平成29年2月分）
102,060

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
69,010

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
28,191

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
1,362

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,790

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
7,128

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
40,044

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
261,084

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
345,752

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
171,771

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
155,380

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
219,868

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
559,934

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
17,062

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
722,495

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,909

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
4,974

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
2,595

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
3,914

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　２月分
5,670

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月22日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
246,696

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年８～９月分）の支出について
4,268

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年８～９月分）の支出について
5,584

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援室）事務用市内出張旅費（平成２８年８～９月分）の支出について
480

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
4,698

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
28,360

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
18,747

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
27,897

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
32,324

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
3,200

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
83,942

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室にかかる講師謝礼の支出について（平成２９年３月分）
13,760

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（平成２９年２月分）
292,690

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり事業にかかる講師報償金の支払について（平成２８年１０月分）
9,420

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり事業にかかる講師報償金の支払について（平成２８年１２月分）
9,420

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 健康づくり事業にかかる講師報償金の支払について（平成２８年８月分）
9,420

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館運営用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（２月分）
5,130

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
6,191

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
984

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
5,532

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,475

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,786

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
26,942

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
628
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
76,750

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,046

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
230,546

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,558

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
14,042

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
246

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
18,886

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年1月決定分）
84,846

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年2月決定分）
27,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年2月決定分）
667,040

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
79,962

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
32,400

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,675

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
37,874

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
65,230

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
54,830

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
57,240

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
177,960

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
58,738

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
12,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
13,980

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
285,626

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
34,012

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,552

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
7,310

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
75,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
47,520

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用 小口支払基金の繰入について（２月分）
2,288

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
909,710

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
102,510

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（２月分）
1,528,105

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
203,050

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
134,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
263,588

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・家財処分料・移送費の支出について（生活扶助費）
255,457

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
323,385

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
70,000,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
407,448

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
500,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
758,108

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
23,383

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
100,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（４月分１回目）
3,000,000
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
41,236

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
82

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
2,860

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 こども医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年3月決定分）
140,364

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,860

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
4,284

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
3,004

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所３月分賄材料費の支払について
4,570,240

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
14,468

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２９年２月分）
143,305

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（２９年２月分）
27,785

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
23,480

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援室）事務用後納郵便料の支出について（２月分）
1,046

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館外壁（西面）補修工事経費の支出について
844,938

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 西成区保健福祉センター分館外壁（北西角・南西角）補修工事経費の支出について
224,640

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（平成29年2月分）
2,220

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区保健福祉センター分館受水槽定水位弁交換業務経費の支出について
64,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
30,392

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
18,675

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
69,012

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
198,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
98,800

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
154,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
497,091

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
408,689

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
135,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,728,456

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,042,214

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
5,120,120

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業」業務委託にかかる選定会議委員報酬の支出について
53,039

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（平成29年2月分）
11,487

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業に係る業務委託経費の支出について（平成２９年２月分）
1,650,780

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（平成29年2月分）
5,421

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
27,639

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
721,751

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
29,805

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
259,840

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について（受領委任方式）
187,158

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
228,441

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
227,360

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
476,818

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
606,012

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
144,269

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
119,880

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
42,280
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費の支出について（介護扶助費）
3,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・移送費の支出について（医療扶助費）
277,675

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
79,340

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
124,520

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
112,060

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・検査料の支出について（医療扶助費）
128,650

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料の支出について（医療扶助費）
238,380

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
1,340

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく出産に伴う衛生材料費・入院費等・文書料の支出について（出産扶助費）
236,380

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援室）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（２月分）
11,797

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（２月分）
15,477

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
432

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
1,018

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
522

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
66,960

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式デジタル複合機賃借料の支出について（１階　２月分）
26,050

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
35,640

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館用　乾式複写機賃借料の支出について（３階　２月分）
17,534

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（西成区保健福祉センター分館２階　２月分）
18,761

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃貸借料の支出について（２月分）
109,647

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
2,265

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
533

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
164

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
15,774

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
14,574

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
79,443

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
5,328

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
3,935

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
328

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
8,844

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月29日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
480

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用結核に関する保健指導用冊子の作成経費の支出について
89,640

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）経費の支出について（平成２９年２月分）
356,400

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成制度にかかる扶助費の支出について（平成29年3月決定分）
5,990

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
31,073

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
13,624

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
338,541

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
536,156

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
85,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
293,830

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
86,608

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
13,300

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
2,600

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
602,720

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
403,309
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西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
198,760

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
308,719

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
345,161

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
270,036

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
9,140

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成２８年１０、１１，１２月分）
2,682

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

役務費　筆耕翻訳料 在宅医療・介護連携推進事業用シンポジウムにかかる手話通訳業務にかかる経費の支出について
8,000

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「プレーパーク事業」事業者選定会議（２回目）にかかる報償金の支出について
52,959

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
2,580

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
320

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 分館運営用小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
7,717

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 健康づくり事業用西成区広報紙「にしなり我が町」保存版保健特集ページ作成経費の支出について
91,681

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）における事業用備品（エンジン式高圧洗浄機）の修繕に係る経費の支出について
82,080

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,325,500

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
432

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
63,907

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
286,345

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
9,050

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
1,040

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
10,430

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
2,360

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費について （平成２９年１月分）
820

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
444,887

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
628,685

西成区役所 保健福祉課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第４四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,256,750

市会事務局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ＵＳＢメモリ外２点の購入経費の支出について
25,660

市会事務局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用煎茶の購入経費の支出について
18,360

市会事務局 総務担当 平成29年03月06日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
38,532

市会事務局 総務担当 平成29年03月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　政務活動費専門委員にかかる報償金（平成２９年２月分）の支出について
200,000

市会事務局 総務担当 平成29年03月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　「お祝いのことば」（市会議長用）の作成経費の支出について
25,952

市会事務局 総務担当 平成29年03月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
45,774

市会事務局 総務担当 平成29年03月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用政務活動費（平成２９年３月分）の支出について
44,118,000

市会事務局 総務担当 平成29年03月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　市会議長名刺の作成経費の支出について
2,268

市会事務局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 市会事務局事務用　正副議長車用ガソリン給油費（平成２９年１月分）の支出について
22,762

市会事務局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
32,872

市会事務局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　正副議長車用ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成２９年１月分）の支出について
15,510

市会事務局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（２月分）
53,352

市会事務局 総務担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器　長期借入経費の支出について（平成２８年度２月分）
12,474

市会事務局 総務担当 平成29年03月16日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（平成２８年度２月分）
111,240

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２９年３月分）（口座振込分）
54,275,116

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２９年３月分）（資金前渡受領者口座振込分）
81,500

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（平成２９年３月分）（所得税等）
12,453,384

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（２月分）の支出について
5,562

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用トナーカートリッジＡ外７点の購入経費の支出について
186,602

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　正副議長肖像写真撮影・現像経費の支出について
36,584

市会事務局 総務担当 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用　委員会用氏名柱の貼替経費の支出について
13,608

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）
42,847
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市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成２８年度乾式電子複写機使用料の支出について（２月分）（市会図書室）
8,102

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
35,766

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（２月分）
4,644

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度議員報酬システム機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
16,826

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（３台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
9,220

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
78,182

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（２月分）
28,274

市会事務局 総務担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（２月分）
7,532

市会事務局 総務担当 平成29年03月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　平成２８年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続超過時間料（２月分）の支出について
34,564

市会事務局 総務担当 平成29年03月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　平成２８年度大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続契約の実施経費の支出について（２月分）
550,800

市会事務局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
24,766

市会事務局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　市会談話室じゅうたんクリーニング経費の支出について
32,333

市会事務局 総務担当 平成29年03月29日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用ペーパータオル外１点の購入経費の支出について
16,794

市会事務局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用コピー機用ホッチキス針の購入経費の支出について
9,072

市会事務局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（２月分）の支出について
21,872

市会事務局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（３月分）の支出について
38,532

市会事務局 議事担当 平成29年03月06日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年１１月　大阪市会特別委員会記録　印刷製本経費の支出について
18,712

市会事務局 議事担当 平成29年03月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　市政改革特別委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
10,800

市会事務局 議事担当 平成29年03月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　市政改革特別委員会行政視察に関するバス借上料及び旅行取扱手数料の支出について
135,230

市会事務局 議事担当 平成29年03月15日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年１０月～１１月　大阪市会決算特別委員会記録（平成２７年度一般会計等決算）印刷製本経費の支出について
49,229

市会事務局 議事担当 平成29年03月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会事務局事務用　平成２８年９月～１２月定例会大阪市会本会議の速記による原稿作成業務経費の支出について
431,568

市会事務局 議事担当 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成２８年９～１２月定例会大阪市会常任委員会記録（１１,１２月分）印刷製本経費の支出について
53,258

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会広報用　大阪市会時報（２０１７．２　No．２２７）の印刷経費の支出について
66,555

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　市会事務局法制相談業務委託（案件番号１）に係る報酬の支出について
28,799

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月22日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　市会事務局法制相談業務委託（案件番号１）に係る報酬の支出について
35,999

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　図書・資料購入経費支出について
33,777

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　資料購入経費支出について
90,720

市会事務局 政策調査担当 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 備品購入費　図書購入費 市会図書室運営用　図書・資料購入経費支出について
71,550

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用『一番やさしい地方公務員制度の本』購入経費の支出について
2,160

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成29年2月分）の支出について
37,660

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（２月分）の支出について
432

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成29年2月分）の支出について
68,538

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成29年2月分）の支出について
24,677

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料（平成29年2月分）の支出について
10,373

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　手数料 一般事務用　行政委員会事務局不用物品引取業務にかかる経費の支出について
194,400

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　デジタルカメラ外１７件購入経費の支出について
118,993

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 一般事務用　お茶購入経費の支出について
9,331

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　コピー代金（２月分）の支出について
99,795

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　庁用器具費 一般事務用　シュレッダー購入経費の支出について
329,400

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費（２月分）の支出について
48,380

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
3,900

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
1,365

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（３月分）の支出について
532

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　電話料金（平成２９年２月分）の支出について
5,367

行政委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（２月分）の支出について
21,884

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　地方財務実務提要追録の購入にかかる支出について
2,484

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成29年第１回監査報告書の印刷にかかる支出について
89,631
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行政委員会事務局 監査課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 監査事務用　庁内情報利用パソコン長期借入にかかる支出について（平成28年度２月分）
13,824

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　日経アーキテクチュア外１点の購入について
46,600

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　判例地方自治の購入にかかる支出ついて
16,848

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　平成29年第２回監査報告書の印刷にかかる支出について
82,326

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　庁用器具費 監査事務用　プロジェクター機器一式ほか１点の購入にかかる支出について
125,820

行政委員会事務局 監査課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 負担金、補助及交付金　会費 監査事務用　日本内部監査協会主催の研修受講にかかる会費の支出について
30,780

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　インデックス外３点購入にかかる経費の支出について
36,396

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　職員（事務行政（22-25）、大学卒程度技術・社会福祉）採用試験要綱の印刷製本費の支出について
107,568

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　大阪市職員採用案内パンフレット及びポスターの印刷製本費の支出について
249,210

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 委託料　委託料 職員採用試験等関係書類（ご案内、要綱の概要）の点字訳にかかる支出について（５月試験）
120,530

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
126,036

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月23日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　上質紙外13点購入にかかる経費の支出について
239,873

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　論文用紙外１点の調製及び同経費の支出について
11,008

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　教養問題答案用紙の調製及び同経費の支出について
3,974

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　教養問題答案用紙の調製及び同経費の支出について
22,853

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　論文用紙外１点の調製及び同経費の支出について
19,410

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　通知書送付用封筒の調製及び同経費の支出について
2,024

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　論文用紙外１点の調製及び同経費の支出について
10,989

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　通知書送付用封筒の調製及び同経費の支出について
1,925

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　通知書送付用封筒の調製及び同経費の支出について
3,258

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　通知書送付用封筒の調製及び同経費の支出について
3,053

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　大阪市の仕事魅力ガイドにかかる印刷及び同経費の支出について
49,896

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　任用関係図書の購入及び同支出について
14,979

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　親展ラベル外２点にかかる調整及び同経費の支出について
44,388

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 任用事務用　検定済教科書の購入経費の支出について
3,480

行政委員会事務局 任用課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 備品購入費　図書購入費 任用事務用　任用関係図書の購入及び同支出について
17,280

行政委員会事務局 調査課 平成29年03月08日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　筆耕翻訳料 公平審査事務用　平成24年（不）第10号事案第２回口頭審理速記料の支出について
52,380

行政委員会事務局 調査課 平成29年03月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について（平成２９年２月分）
24,840

行政委員会事務局 選挙課 平成29年03月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用期日前投票システム利用スイッチングハブの買入経費の支出について
18,532

行政委員会事務局 選挙課 平成29年03月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用図書の買入経費の支出について
3,336

行政委員会事務局 選挙課 平成29年03月29日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙法研究用図書の買入経費の支出について
4,332

行政委員会事務局 選挙課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（２月分）
39,275

行政委員会事務局 選挙課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（２月分）
10,584

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方財務実務提要外２点の支出について
43,632

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(12月分)
5,196

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(11月分)
5,310

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　地方自治小六法<平成29年版>外３点の支出について
15,746

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等（1月分）の支出について
75,255

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等（1月分）の支出について
74,600

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　教育関係判例集の支出について
9,752

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成２８年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について(平成29年2月分)
40,986

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
18,830

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,171,428

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
655,797

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中央高等学校フロン類回収・破壊等処理業務委託経費の支出について
252,720

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務費　ステープラー針外７点の支出について
47,032

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について(平成29年2月分)
251,147
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教育委員会事務局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 損害賠償請求事件の求償に係る意見書作成報酬の支出について
145,800

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（２月分）
140,022

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成29年予算委員会実地調査の実施に伴うバス借上業務委託経費の支出について
50,760

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別参与の報酬等について（平成28年８月～平成29年3月分）
1,134,720

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等の支出について（2月分）
31,620

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 大阪市特別顧問（教育関係）の報酬等の支出について（2月分）
119,180

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 大阪市特別参与の報酬等について（平成28年８月～平成29年3月分）
3,600

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事給与事務用　総務課市内出張交通費（2・3月分）
780

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 損害賠償請求事件の求償に係る意見書作成報酬の支出について
162,000

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(平成29年2月分)
4,160

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について(平成29年1月分)
6,340

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　フラットファイル外９点の支出について
64,385

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかる消耗品費の支出について(平成29年2月分)
358,860

教育委員会事務局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 法規事務用　裁判にみる金額算定事例集の購入経費の支出について
8,260

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（９ブロック）概算買入経費の支出について
1,883,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（８ブロック）概算買入経費の支出について
2,448,576

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（６ブロック）概算買入経費の支出について
2,448,576

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（１０ブロック）の購入経費の支出について
1,954,152

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（１０ブロック）の購入経費の支出について
9,918,666

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（９ブロック）概算買入経費の支出について
9,560,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（６ブロック）概算買入経費の支出について
12,147,408

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（８ブロック）概算買入経費の支出について
12,147,408

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（１月分）
2,564,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（１月分）
611,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（１月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（１月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 西天満小学校校舎建設工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
185,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（１月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（１月分）
107,158

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 下新庄小学校校舎建設工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
465,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 南市岡小学校校舎建設工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
185,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等設備整備事業用、力学的エネルギー実験器（ジェットコースター用アダプタ、簡易速度計測器付属）買入経費の支出について
643,680

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等設備整備事業用、人体解剖模型買入に係る経費の支出について
638,820

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 堀江小学校校舎建設工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
162,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育等設備整備事業用、電子てんびん（校正分銅内蔵型）、外１点買入経費の支出について
184,480

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備整用、家庭科室等　教師用調理台、外2点買入にかかる経費支出について
2,100,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 理科教育等設備整備事業用、生物顕微鏡買入経費の支出について
155,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
17,407

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（２月分）
56,573

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（３ブロック）概算買入経費の支出について
2,354,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　大型液晶テレビ外１点（３ブロック）概算買入経費の支出について
12,030,606

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区39校）にかかる実施経費の支出について（２月分）田川小学校外７校
81,740

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（２月分）の支出について(実施決裁済）
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小学校借地料（２月分）の支出について(実施決裁済）
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　６ブロック（淀川区外１区39校）にかかる実施経費の支出について（２月分）田川小学校外７校
163,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料（２月分）の支出について（実施決裁済み）
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「建設物価」の購入経費の支出について
38,280
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教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等設備整備事業用、電磁石応用実験器買入経費の支出について
837,540

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 理科教育等設備整備事業用、たい積岩標本セット買入経費の支出について
1,822,176

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もとＪＡ大阪市長吉支店の機械警備委託費の支出について（２月分）
21,600

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと北天満小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
32,346

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと市岡商業高等学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
15,660

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと西淡路小学校分校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
30,780

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと梅田東小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
8,100

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと大和川小学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
15,120

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと平野区役所長吉出張所の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
10,584

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと此花総合高等学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
25,920

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 廃校管理用もと難波特別支援学校の機械警備業務委託費の支出について（２月分）
8,532

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　プロジェクター（１ブロック）の購入経費の支出について
15,104,880

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　プロジェクター（２ブロック）の購入経費の支出について
17,149,644

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子教材活用環境整備事業　プロジェクター（３ブロック）の購入経費の支出について
17,036,568

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備用　ガスストーブ外1点買入経費の支出について
121,500

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 内部設備整備用　マグネットスクリーン、外１点買入（その２）に伴う経費の支出について
782,568

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　庁用器具費 内部設備整備用、講堂用演台、外２点買入に伴う経費の支出について
300,240

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 内部設備用　ガスストーブ外1点買入経費の支出について
82,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
3,497

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
4,717

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
18,894

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（２月分）
1,155,060

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
1,018,980

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（７ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
1,116,990

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
958,070

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
267,840

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
1,691,995

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
1,084,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
378,186

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
440,640

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（２月分）
484,380

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（７ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
574,452

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
112,320

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
542,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
611,998

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（５ブロック）（２月分）
50,425

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
72,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（２ブロック）（２月分）
74,520

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（４ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（２月分）
43,200

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
27,108

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託の実施経費の支出について（１ブロック）（２月分）
55,080

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成28年度　滝川小学校外82棟舞台吊物機構安全点検業務委託にかかる実施経費の支出について
1,703,160

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（６ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
36,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（８ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
81,324

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用　学校機械警備業務委託（７ブロック）の実施経費の支出について（２月分）
31,914

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（８月分）粉浜小学校外１０校
66,528
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教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（８月分）粉浜小学校外１０校
162,540

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（８月分）粉浜小学校外１０校
12,096

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと扇町高等学校貸付にかかる賃貸料算定不動産鑑定業務経費の支出について
2,548,800

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　純正ドラムカートリッジの購入にかかる経費の支出について
53,654

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 友渕小学校校舎建設工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
221,900

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 もと西淡路小学校分校及びもと立葉小学校用地土地利用履歴等調査及び土壌汚染状況調査計画書作成業務委託費の支出について
486,000

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（９月分）安立小学校外６校
179,496

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（９月分）榎並小学校外９校
372,438

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（９月分）榎並小学校外９校
32,670

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（９月分）安立小学校外６校
113,400

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　７ブロック（東住吉区外１区45校）にかかる実施経費の支出について（１０月分）長吉六反中学校外１校
91,584

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（２月分）
33,156

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（２月分）
29,868

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（２月分）
126,420

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　７ブロック（東住吉区外１区45校）にかかる実施経費の支出について（１１月分）加美中学校外１８校
12,312

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　７ブロック（東住吉区外１区45校）にかかる実施経費の支出について（１１月分）加美中学校外１８校
405,432

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（１２月分）鯰江小学校
12,474

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（２月分）清江小学校
56,700

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる経費の支出について（１０月分）依羅小学校外１０校
351,540

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（１月分）大宮小学校外８校
212,652

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　７ブロック（東住吉区外１区45校）にかかる実施経費の支出について（１１月分）加美中学校外１８校
127,008

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる経費の支出について（１０月分）依羅小学校外１０校
14,040

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（１月分）大宮小学校外８校
33,858

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（１１月分）東我孫子中学校外１校
41,580

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　８ブロック（住之江区外１区34校）にかかる実施経費の支出について（３月分）我孫子南中学校
51,300

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用巽中学校借地料（３月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用　貯水槽清掃業務委託　５ブロック（旭区外２区42校）にかかる実施経費の支出について（２月分）市立高等学校
21,762

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「学校補助金事務提要1128－1134」の購入経費の支出について
24,192

教育委員会事務局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 用地管理用もと愛日小学校関連施設設置料（Ｂ棟）にかかる経費の支出について
64,800

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について（平成28年度申立分）
10,070

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 高等学校等奨学金にかかる訴訟提起経費の支出について（平成28年度申立分）
7,000

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 第３９回大阪市学校適正配置審議会の委員報酬の支出について
178,783

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 平成28年度　就学事務システムの業務委託にかかる経費の支出について
9,277,146

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２８年度小中学校児童生徒市営交通機関無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
619,332

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　交付金 平成２８年度小中学校児童生徒市営交通機関無料乗車証交付等の経費支出について（下半期）
53,004

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成２８年度いまみや小中一貫校（大阪市立新今宮小学校、大阪市立今宮中学校）通学バス運行にかかる経費の支出について（２月分）
1,382,400

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学事課市内出張交通費（１０～１２月分）の支出について
116,032

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入並びに所要経費の支出について
21,916

教育委員会事務局 学事課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（29年2月分）
15,874

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）住之江区基礎学力アップ事業【追加整備分】事業者選定委員会にかかる報償金の支出について
50,599

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度「学校の適正配置に伴う充実した教育環境の確保」学習支援員の報償金の支払いについて（１月分）
134,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生野区戦略支援予算（区次長枠）学校ボランティア人材バンク事業に係る基礎研修講師謝礼の支出について
5,049

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（育和小学校第4回）の実施に係る講師謝礼の支出について
24,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生野区戦略支援予算（区次長枠）学校ボランティア人材バンク事業に係る基礎研修講師謝礼の支出について
2,391

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第14回）の実施及び同所要経費の支出について
20,800

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 此花区戦略支援予算(区次長枠)知識は自分のために、学びは仲間のために！事業に係る日本漢字能力検定料（大阪市立梅香中学校実施分）の支出について
326,625

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西成区戦略支援予算（区次長枠）帰国・来日等のこどものコミュニケーションサポート事業に係る報償金の支出について（１月分）
19,800
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教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旭区戦略支援予算（区次長枠）旭区学校教育サポート事業（旭ベーシックサポート事業）に係るクリアブックほか６点の買入経費の支出について
12,776

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 シンポジウム「国際バカロレアをめぐる高大接続」への参加に関する出張及び同経費の支出について
11,640

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）漢字能力検定にかかる経費の支出について
98,575

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について
82,786

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について
165,572

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業「１日スーパーサイエンス事業」所要経費の支出について（平成29年２月24日実施・高津中学校）
5,560

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平成28年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）小学生の国語力向上事業用付箋【追加分】の買入れにかかる経費の支出について
18,446

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
72,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成29年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）公募型企画プロポーザル選定委員会の実施にかかる経費の支出について
45,580

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
17,200

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
202,800

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間事業者を活用した課外授業」の事業者選定会議にかかる選定委員報酬の支出について
48,759

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第11回）の実施経費の支出について
5,200

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（２月分）
11,016

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る水道使用及び同所要経費の支出について（２月分）
6,430

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教育政策課一般事務用　トナーカートリッジの購入及び所要経費の支出について
29,808

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国際バカロレアプログラム実施校への学校訪問に関する出張経費の支出について
57,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 高知県立高知国際中学校・高等学校学校説明会への参加に関する出張経費の支出について
21,080

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）住之江区基礎学力アップ事業【追加整備分】にかかる案内チラシの印刷経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（矢田小学校第2回）の実施に係る講師謝礼の支出について
50,820

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）不登校等への対応にかかる教員等へのサポート事業に係る研修会実施及び同所要経費の支出について（１月分）
7,980

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略支援予算区担当教育次長枠「教育活動支援サポート事業」用サポーター報償金に係る経費の支出について（１月分）
276,700

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略予算（住吉区担当教育次長執行枠）感動体験事業業務委託契約にかかる所要経費の支出について
1,438,020

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 校長経営戦略支援予算区担当教育次長枠「教育活動サポート事業」用サポーター報償金に係る経費の支出について（１月分）
130,740

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
8,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
51,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
43,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
81,700

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（矢田南中学校第2回）の実施及び同所要経費の支出について
12,960

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略予算（住吉区担当教育次長執行枠）感動体験事業業務委託契約にかかる所要経費の支出について
1,558,980

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（北田辺小学校第1回）の実施に係る講師謝礼の支出について
51,170

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 調度事務用物価資料（平成28年４月号～平成29年３月号）の購入経費の支出について
19,560

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２８年９～１２月、２９年１～２月分）
10,016

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（２８年６～８月分）
6,722

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 国際バカロレアを中心としたグローバル人材育成を考える有識者会議（第１回）の傍聴に係る出張及び同経費の支出について
29,240

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（矢田小学校第3回）の実施に係る講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（育和小学校第5回）の実施に係る講師謝礼の支出について
10,650

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成28年度校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠） 福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる謝礼の支払いについて(2月分)
15,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 西成区戦略支援予算（区次長枠）こどもの読書活動推進支援事業に係る「確認印」買入経費の支出について
13,997

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）漢字能力検定にかかる実施経費の支出について
107,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入にかかる経費の支出について(平成28年3月申請分)
145

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入にかかる経費の支出について(平成28年3月申請分)
18,500

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区教育次長執行枠）ゲストティーチャー派遣（ストレスマネジメント教育）事業に係る業務委託料の支出について（２月分）
195,912

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第13回）の実施及び同所要経費の支出について
10,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
60,200

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
73,100

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 淀川区戦略支援予算（区次長枠）英語スピーチに関する自主学習支援事業にかかる報償金の支出について
60,200
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教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費
平成28年度校長経営戦略支援予算（西淀川区担当教育次長執行枠）地域の特色を活かしたキャリア教育事業における３Ｄプリンター外５点の購入にかかる経費の支出に
ついて 143,100

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 西成区戦略支援予算（区次長枠）こどもの読書活動推進支援事業に係る「確認印」買入経費の支出について
3,499

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入にかかる経費の支出について(平成28年3月申請分)
145

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係るサポーターの保険加入にかかる経費の支出について(平成28年3月申請分)
38,850

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区教育次長執行枠）ゲストティーチャー派遣（ストレスマネジメント教育）事業に係る業務委託料の支出について（２月分）
511,920

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費
平成28年度校長経営戦略支援予算（西淀川区担当教育次長執行枠）地域の特色を活かしたキャリア教育事業における３Ｄプリンター外５点の購入にかかる経費の支出に
ついて 428,760

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２９年２月分)
189,101

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２９年２月分)
110,770

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（2月分）
254,900

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について（２月
分） 166,899

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金
平成29年度校長経営戦略支援予算(都島区担当教育次長執行枠）民間事業者を活用した課外授業（都島区）事業者選定会議に係る選定委員報酬及び交通費の支出につ
いて 49,859

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（2月分）
94,170

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成２８年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成２９年２月分)
154,719

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
平成28年度校長経営戦略支援予算(東淀川区教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（「いのちと性」教育）事業にかかる業務委託料の支出について（２月
分） 453,996

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（田辺小学校第6回）の実施に係る講師謝礼の支出について
20,800

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 子ども英語力向上サポート事業用　IB校の視察・交流にかかる教職員の出張交通費の支出について
6,510

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業　外部講師による吹奏楽指導経費の支出について（平成29年3月8日天王寺中、15日高津中実施）
22,180

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業　外部講師による吹奏楽指導の実施にかかる経費の支出について（平成29年3月8日、12日実施・天王寺中）
22,020

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業（第１次申請）防犯カメラ等の購入経費の支出について（天王寺中学校）
45,360

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 天王寺区戦略支援予算日本一の文教『都市』推進事業（第１次申請）防犯カメラ等の購入経費の支出について（天王寺中学校）
314,820

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料
平成28年度校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（情報モラル教育）事業にかかる業務委託料の支出について（３学期
分） 291,962

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 城東区戦略支援予算（区次長枠）中学校での夜間学習会事業（城東区）協定先事業者選定委員会の実施にかかる選定委員の報償金の支出について
31,620

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料
平成28年度校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠）小中学校へのゲストティーチャー派遣（情報モラル教育）事業にかかる業務委託料の支出について（３学期
分） 701,936

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成２７年度予算決算説明書（第２分冊）の印刷にかかる経費の支出について
18,036

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生野区戦略支援予算（区次長枠）学校ボランティア人材バンク事業に係るStep Up研修の講師謝礼の支出について
12,452

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 城東区戦略支援予算（区次長枠）小学校での時間外学習会支援事業に係るサポーターへの報償金の支出について（2月分）
50,400

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 子ども英語力向上サポート事業用　IB校の視察・交流にかかる教職員の出張交通費の支出について
7,350

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 旭区戦略支援予算（区次長枠）旭区学校教育サポート事業（旭ベーシックサポート事業）に係る支援員報償金の支出について（平成29年２月分）
152,040

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（２月分）
412,000

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区戦略支援予算（区次長枠）東住吉区教育活動サポート事業に係る「民間講師を活用した企画事業」（白鷺中学校第16回）の実施経費の支出について
7,600

教育委員会事務局 教育政策課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生野区戦略支援予算（区次長枠）学校ボランティア人材バンク事業に係るStep Up研修の講師謝礼の支出について
5,898

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費（平成29年1月分）の支出について
9,320

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護課用事務資料「仏教芸術」にかかる経費の支払いについて
20,736

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設における水道代（平成29年2月分）の支出について
26,375

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護課用事務用品ふせん外４点の購入にかかる経費の支払いについて
16,653

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（平成29年2月分）の支出について
88,654

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 大阪市東淀川埋蔵文化財調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
26,406

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
5,616

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度第2回大阪市文化財保護審議会にかかる委員報酬の支出について
230,496

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 平成29年度第2回大阪市文化財保護審議会にかかる審議会委員の旅費の支出について
9,360

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護課用事務資料「月刊文化財」の購入にかかる経費の支払いについて
10,284

教育委員会事務局 文化財保護課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 登録有形文化財（建造物）候補の実査にかかる旅費の支払について
29,800

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 争訟事務用　弁護士報償金の支出について（人事委員会審査請求案件）
200,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（12月分）
33,660

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　追録の購入にかかる支払について（労働事務要覧　労働者派遣編）
6,480

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　賞賜金 市立校園児童生徒表彰式にかかる記念品（楯）の購入経費の支出について
109,512

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 学校長・幼稚園長公募最終合格者研修会開催にかかる講師謝礼金の支出について
21,900
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教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（Ｈ２９年１月分）の支出について
6,070

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　出張交通費（Ｈ２９年１月分・追加１名）の支出について
1,080

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　ニッケル水素電池　外７点の購入にかかる支出について
18,252

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　再生トナーカートリッジ外１点の購入にかかる支出について
58,644

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　共済保険料 平成28年度　自動車損害共済(総合)への加入(新車２台分)にかかる経費の支出について
11,560

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 教員採用選考第２次筆答テスト問題作成の委託にかかる経費の支出について
5,903

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　コピー機用トナーカートリッジ外７点の購入にかかる経費の支出について
64,778

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借経費の支出について（２月分）
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 もと立葉小学校（校園営繕園芸事務所）機械警備業務委託経費(２月分)の支出について
8,532

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借経費の支出について（２月分）
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員証用ＩＣカードの購入及び同所要経費の支出について
607,392

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 職員証用ＩＣカードの購入及び同所要経費の支出について
319,680

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 職員証用ＩＣカードの購入及び同所要経費の支出について
79,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度　校園文書等逓送業務委託経費（２月分）の支払いについて
3,557,493

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（２月分）
72,399

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（２月分）
1,640

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（Ｈ２９年２月分）の支出について
3,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　出張交通費（Ｈ２９年１月分）の支出について
89,671

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　出張交通費（Ｈ２９年１月分～２月分）の支出について
17,760

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（２月分）
82,115

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（２月分）
13,358

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（１月分）
13,840

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　出張交通費（Ｈ２９年２月分）の支出について
85,716

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事異動事務用　教職員人事担当管理主事室　コピー代の支出について（Ｈ２９年２月分）
2,293

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 人事管理事務用　教職員人事担当資料室　コピー代の支出について（Ｈ２９年２月分）
3,264

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員資質向上推進事務用　資質向上推進室　コピー代の支出について（Ｈ２９年２月分）
10,998

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（３月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（３月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 学校事務職員説明会用手話通訳派遣及び同経費の支出について
9,600

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事業班業務用　延長高圧ホース外14点の購入にかかる経費の支出について
207,360

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 事業班業務用　電動ヘッジトリマー外19点の購入にかかる経費の支出について
308,340

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　機械器具費 事業班業務用　延長高圧ホース外14点の購入にかかる経費の支出について
379,080

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　機械器具費 事業班業務用　電動ヘッジトリマー外19点の購入にかかる経費の支出について
106,380

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（第３四半期分）
36,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（２月分）
25,220

教育委員会事務局 教職員人事担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 教員採用選考テストＰＲ用　クリアファイルの印刷経費の支出について
137,160

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 平成２８年度大阪市学校歯科保健研究大会看板の購入経費の支出について
39,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 学校保健タイムス（１５８号・１５９号）の印刷経費の支出について
84,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 平成２８年度（第５７回）大阪市学校歯科保健研究大会　大会要項及び資料の印刷経費の支出について
148,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 就学時健康診断事業用　平成28年度就学時健康診断健診器具滅菌業務にかかる委託料の支出について
1,311,068

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（１月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１１月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（12月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
693,315

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 平成28年度第3回近畿学校保健主事研究協議会（理事会）出席にかかる出張経費の支出について
4,060

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　住吉区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
45,600
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淡路中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（10月分）
2,151,748

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淡路中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（１１月分）
2,582,098

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　東淀川区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
45,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食・嘱託職員４月～１月分）
75,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校保健担当（中学校給食移行グループ）市内出張交通費等の支出について（１月分）
37,756

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の口座不能による再支出について（平成28年12月分）
24,630

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 給食室グリストラップ清掃における産業廃棄物処分業務に関する経費の支出について
109,670

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 給食室グリストラップ清掃における産業廃棄物処分業務に関する経費の支出について
2,995

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機買入（その３）に関する経費の支出について
1,458,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用焼き物機（カート付）買入（その３）に関する経費の支出について
6,804,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淡路中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（１月分）
2,151,748

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度定期結核健康診断（児童・生徒）業務の実施にかかる経費の支出について（第４回最終支払）
16,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度「低学年における歯みがき指導」実施業務委託（単価契約）に係る委託料の支出について（１月分）
406,112

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 中学校給食用サンプルケースの買入並びに同経費の支出について
518,076

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
4,256

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　学校環境衛生検査（飲料水）用培地の購入にかかる経費の支出について
1,274,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
287,487

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
302,119

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　学校環境衛生検査（飲料水）用培地の購入にかかる経費の支出について
561,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
36,169

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
216,085

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　学校環境衛生検査（飲料水）用培地の購入にかかる経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
1,879

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立学校等自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費の支出について（２月分）
40,424

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
6,467

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（１月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淡路中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施に関する経費の支出について（１２月分）
1,434,499

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録(災害共済給付の実務相談)購入経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託の経費支出について（２月分）
140,670

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 使用料及賃借料　使用料 学校給食献立作成用コンピュータ機器賃借経費の支出について（２月分）
2,006

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 委託料　委託料 平成28年度検便検査にかかる業務委託の経費支出について（２月分）
319,307

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 報償費　報償金 学校保健推進事業用　食物アレルギー対応にかかる研修会講師謝礼の支出について
24,220

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 学校保健推進事業用　東成区学校保健協議会ヘルスサポート事業委託料の支出について
45,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市立学校給食用食材提供業務委託総合評価一般競争入札審査会議にかかる評価委員報償金の支出について（第２回）
34,806

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２９年１月分)
26,810

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票（小学校１年生用）外６点の印刷にかかる経費の支出について
508,140

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　印刷製本費 児童生徒定期健康診断用　結核健康診断調査票（小学校１年生用）外６点の印刷にかかる経費の支出について
155,520

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用ガスフライヤー買入（その２）に関する経費の支出について
1,026,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（その７）に関する経費の支出について
1,166,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　ダニ簡易検査キットの買入にかかる経費の支出について
631,982

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　ダニ簡易検査キットの買入にかかる経費の支出について
285,690

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校維持運営用　ダニ簡易検査キットの買入にかかる経費の支出について
43,286

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健担当一般事務用　背幅伸縮ファイル外１２点の購入経費の支出について
27,563

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用標準温度計の購入経費の支出について
11,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食関係法規資料集追録購入経費の支出について（2月分）
14,688

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食執務ハンドブック（追録）の購入にかかる経費の支出について
4,498

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（２月分）
62,795,050
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（２月分）
129,703,539

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材費　2月分）
285,686,293

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（２月分）
45,363,585

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立九条北小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,096,740

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立柏里小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,336,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立伝法小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,485,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立高見小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,614,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立墨江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立五条小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
4,779,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新高小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
2,041,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長居小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
3,590,730

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立育和小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,889,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立難波元町小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,309,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立巽小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
4,525,470

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立片江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,554,066

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立喜連小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,504,656

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,466,640

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,556,820

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,474,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南港桜小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,566,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立住之江小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
1,425,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
2,025,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,090,080

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
2,081,970

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立岸里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
1,426,950

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,091,988

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立菅原小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
2,051,460

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東都島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
5,319,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外1校給食調理・配送・配膳業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
2,957,314

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新高小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（１月分）
1,360,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立真田山小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
2,058,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立淀川小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
3,229,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三軒家東小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,553,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鯰江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
2,527,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新森小路小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,957,770

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鴫野小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
5,899,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立平野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,717,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立瓜破小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,565,892

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立井高野小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
3,267,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新東三国小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,083,240

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立福島小学校外2校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
4,021,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫島小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,571,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎本小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
2,364,120

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎並小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
2,968,650

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立築港小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,115,991

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立古市小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,629,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,739,880
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（2月分）
18,222,923

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊崎東小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
1,182,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立東小橋小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田西小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材調達業務委託　2月分）
6,126,876

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三国小学校給食調理等業務委託長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
2,430,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,018,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立本田小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,858,300

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立玉出小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,456,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立姫里小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,539,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立諏訪小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
2,154,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南大江小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,636,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立長吉小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
3,483,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立弁天小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,564,920

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加美南部小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,294,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立桜宮小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,206,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加島小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,630,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
2,642,760

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立阿倍野小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
1,081,917

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立中央小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,971,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北巽小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
1,404,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加賀屋東小学校外1校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
2,208,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立田辺小学校外1校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
2,666,250

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立磯路小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
3,036,960

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南住吉小学校給食調理等業務委託長期継続経費の支出について（2月分）
2,003,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
1,857,600

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鶴見南小学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
2,382,750

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立西九条小学校の給食調理等業務委託経費の支出について（２月分）
1,417,500

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立金塚小学校外1校の給食調理等業務委託経費の支出について（2月分）
2,664,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（２月分）
3,769,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（２月分）
2,155,726

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用大阪府学校給食用牛乳購入経費の支出について（２月分）
5,349,844

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材費　2月分）
15,991,028

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材調達業務委託経費の支出について（食材調達業務委託　2月分）
285,624

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立矢田小学校・矢田南中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
509,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立啓発小学校・中島中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（2月分）
545,040

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東三国中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施並びに同経費の支出について（２月分）
3,160,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施経費の支出について（2月分）
2,773,498

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外1校給食調理・配送・配膳業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
4,375,028

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託長期継続に関する経費の支出について（２月分）
545,994

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施経費の支出について（２月分）
3,775,204

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立長池小学校・昭和中学校給食調理等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
2,757,338

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校及び中学校の学校給食用食材管理・配送業務委託経費の支出について（2月分）
849,577

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今市中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施並びに同経費の支出について（2月分）
3,213,394

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西中学校給食調理・配送・配膳業務委託の実施経費の支出について（2月分）
3,333,592

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新豊崎中学校給食調理・配送・配膳業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
3,562,660

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野北中学校給食調理・配送・配膳業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
2,781,191
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港中学校給食調理・配送・配膳業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
2,979,480

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 旅費　普通旅費 学校保健グループ事務にかかる市内出張交通費の支出について(平成２９年２月分)
30,208

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度「低学年における歯みがき指導」実施業務委託（単価契約）に係る委託料の支出について（２月分）
449,624

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食関係法規資料集追録購入経費の支出について
22,032

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校給食用業務用給湯器買入（その８）に関する経費の支出について
367,200

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三津屋小学校給食調理等業務委託長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
2,268,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立高松小学校　外133校）<阿倍野・住之江・住吉・東住吉・平野・西成区>委託料の支出について
1,438,560

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立滝川小学校　外155校）<北・都島・西淀川・淀川・東淀川・旭・城東・鶴見区>委託料の支出について
1,707,264

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用平成28年度オージオメータ点検校正業務（市立福島小学校外146校）<福島・此花・中央・西・港・大正・天王寺・浪速・東成・生野>委託料の支出について
1,685,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立高松小学校　外133校）<阿倍野・住之江・住吉・東住吉・平野・西成区>委託料の支出について
753,840

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用平成28年度オージオメータ点検校正業務（市立福島小学校外146校）<福島・此花・中央・西・港・大正・天王寺・浪速・東成・生野>委託料の支出について
687,528

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立滝川小学校　外155校）<北・都島・西淀川・淀川・東淀川・旭・城東・鶴見区>委託料の支出について
928,368

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立高松小学校　外133校）<阿倍野・住之江・住吉・東住吉・平野・西成区>委託料の支出について
58,860

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用平成28年度オージオメータ点検校正業務（市立福島小学校外146校）<福島・此花・中央・西・港・大正・天王寺・浪速・東成・生野>委託料の支出について
276,588

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校維持運営用　平成28年度オージオメータ点検・校正業務（市立滝川小学校　外155校）<北・都島・西淀川・淀川・東淀川・旭・城東・鶴見区>委託料の支出について
311,148

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
27,107,364

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
24,498,640

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
26,842,550

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
25,452,564

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
18,629,443

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
32,055,889

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
22,589,081

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
20,103,669

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪市中学校給食システム情報通信回線の使用並びに同経費の支出について（２月分）
25,056

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託並びに同経費の支出について（２月分）
324,000

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第３ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
1,192,320

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第１ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
24,802,718

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第６ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
25,472,910

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第２ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
21,840,913

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第４ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
20,087,172

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第８ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
1,085,400

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第７ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
870,912

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第３ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
23,852,502

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第７ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
17,531,664

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第２ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
694,008

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第１ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
1,316,736

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第６ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
1,423,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第５ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
711,018

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第８ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
13,854,152

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（第５ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
15,988,264

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食配膳棚運搬等業務委託（単価契約）第４ブロックにかかる経費の支出について（２月分）
1,153,251

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（小学校給食・嘱託職員２月分）
4,705

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食自主管理票外４点の経費支出について
187,272

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食関係法規資料集追録購入にかかる経費の支出について
14,688

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 学校給食用学校給食執務ハンドブック（追録）の購入にかかる経費の支出について
2,135

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 役務費　通信運搬費 平成２８年度　検食用給食の配送業務委託（バイク便）の実施について（２月分）
14,871

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成29年1月分）
15,830
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教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成29年1月分）
967,164

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳（中学校）購入経費の支出について（２月分）
43,559,863

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
1,251,720

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
769,233

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立柴島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
1,360,800

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田西中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
904,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
814,482

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
831,978

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大正中央中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
904,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
904,980

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今市中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
541,222

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費における医療費援助費の支出について（平成29年1月分）
496,007

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 特別支援就学奨励費における医療費援助費の支出について（平成29年1月分）
24,807

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 学校保健事務用　追録（逐条解説学校保健法規集外1点）購入経費の支出について
8,532

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 需用費　消耗品費 就学時健康診断事業用　就学時健康診断精密検査にかかる調査票の買入れにかかる経費の支出について
11,340

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度「低学年における歯みがき指導」実施業務委託（単価契約）に係る委託料の支出について（３月分）
87,024

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報償費　報償金 大阪市中学校給食献立会議にかかる構成員報償金の支出について（3月）
2,900

教育委員会事務局 学校保健担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　普通旅費 学校保健担当（中学校給食移行グループ）市内出張交通費等の支出について（２月分）
51,932

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員健康診断結果データ作成業務委託経費の支出について（平成29年１月納入分）
16,868

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成28年度教職員健康診断等業務委託経費の支出について（第３回）追加分
1,692,576

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（平成29年2月分）
300

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成28年度教職員健康診断等業務委託経費の支出について（第４回）
663,120

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 保健体育費 学校保健費 委託料　委託料 平成２８年度教職員胃検診業務委託経費の支出について（平成２９年１月分）
1,162,350

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教職員給与・厚生担当に係る出張旅費の支出について（平成28年度12月・１月分）
22,978

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（２月分）
37,692

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度　労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（平成28年度第４四半期分）
36,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度こころの健康づくりサポート業務委託経費の支出について（平成２９年２月分）
313,108

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員給与・厚生事業用事務用品（プリンタートナー外４件）の購入経費の支出について
38,556

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 第81回日本循環器学会学術集会参加にかかる出張旅費の支出について
29,590

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（平成２９年２月分）
451,602

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 需用費　消耗品費 給食調理員公務災害防止事業用パラフィン浴装置用固形パラフィン・流動パラフィンの購入経費の支出について
176,580

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 給与事務用　地方公務員給与事務総覧外１点の購入経費の支出について（第３回）
26,701

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第２回　キッズプラザ大阪運営予定者選定会議の開催に係る謝礼金の支出について
67,352

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度　全国ボランティアコーディネーター研究集会２０１７にかかる参加費の支出について
12,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度識字推進事業　有識者意見聴取会議にかかる謝礼金の支出について
39,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字推進事業　教室研修会の講師謝礼の支出について（コーディネーター研修）
8,600

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと平野青少年会館に係る電気料金の支出について(2月分）
30,535

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度家庭教育充実促進事業にかかる講師謝礼金の支出について（2/17分）
19,480

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 東田辺小学校生涯学習ルームガスヒートポンプの修繕部品購入経費の支出について
63,936

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 「はーと＆はーと」大型絵本『さきちゃんのめがね』印刷ならびに同所要経費の支出について（人権啓発普及事業）
745,200

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 社会教育委員会議用　平成28年度大阪市社会教育委員会議第４回全体会の実施にかかる委員報酬の支出について
113,771

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度家庭教育充実促進事業にかかる講師・保育謝礼金の支出について（2/12実施分）
50,940

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度家庭教育充実促進事業にかかる講座の開催にかかる講師謝礼金の支出について（1/26・2/2・2/9実施分）
43,880

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度大阪市中学生国際交流事業にかかる経費の支出について
3,277,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会促進事業にかかる講師謝礼金の支出について（2/19実施分）
27,230

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習担当一般事務用セロハンテープ外１６件の購入経費の支出について
64,915

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（２月分）
55,043



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（２月分）
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,776

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
164

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 学習用ホームページコンテンツ作成業務委託経費の支出について（人権啓発普及事業）
1,101,600

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について（２月分）
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１月分）
30,969

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会促進事業にかかる保育謝礼の支出について（2/28・3/7実施分）
6,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２８年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について（３月分）
4,441,555

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（１月分）教育施設整備費
14,346

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（３月分）
29,450,820

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会促進事業にかかる講師謝礼の支出について（平成29年2月23日・3月2日・3月9日実施分）
46,260

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(２月分)
25,056

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について（３月分）
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　印刷製本費 「平成27年度大阪市生涯学習ルーム事業実施報告書」の作成及び所要経費の支出について
107,038

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成28年度まちづくり・職業観育成体験学習事業業務委託料の支出について（第２回）
2,434,320

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字推進事業　教室研修会の実施及び講師謝礼の支出について（八幡屋地域識字・交流教室研修）
11,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 識字推進事業　識字・日本語教室拡大交流会の講師謝礼の支出について
24,860

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度ＰＴＡ・社会教育関係団体対象人権学習会促進事業にかかる講師謝礼金の支出について（2/28、3/7、3/11実施分）
35,400

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 キッズプラザ大阪賃借料鑑定業務委託（その２）に係る経費の支出について
1,171,800

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 キッズプラザ大阪賃借料鑑定業務委託料の支出について
1,465,560

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（２月分）
29,984

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　筆耕翻訳料 社会教育委員会議用　大阪市社会教育委員会議の議事録作成にかかる経費の支出について（第４回全体会分）
15,876

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（２月分）
45,566

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 生涯学習ルームにかかる物品の廃棄物収集運搬及び処分等業務委託の実施及び同所要費の支出について
77,760

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（２月分）教育施設整備費
15,928

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT２月分）
11,232

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報償費　報償金 平成28年度家庭教育充実促進事業にかかる講師・保育謝礼金の支出について（3/10分）
42,620

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT２月分）
55,663

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便２月分後納料金の支出について
18,970

教育委員会事務局 生涯学習担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 もと平野青少年会館に係る電気料金の支出について(3月分）
36,482

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 ｢スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール｣継続審査ヒアリング出席にかかる出張旅費の支出について(2月16日出張)
29,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（インクルーシブ教育推進室運営用　特別支援教育の充実）
67,861

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 第二期教育振興基本計画に関する有識者ヒアリングにかかる出張経費の支出について
7,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 人権教育推進事業(人権教育研究指定校事業)研修会の開催にかかる講師謝礼の支出について
29,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 人権教育研究指定校事業　研究紀要印刷に係る経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）２月請求分水道料金の支払いについて
39,990

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教職員研修会開催にかかる報償金の支出について（生活指導サポートセンター運営事業）（2月17日開催）
15,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度第２回大阪市いじめ対策連絡会議の開催にかかる報償金の支出について（2月21日開催）
54,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　高等学校教育担当分)
27,792

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　教育活動支援担当　学力向上・英語教育グループ分)
29,012

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　中学校教育担当　生活指導グループ分)
28,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 フラットファイル外28点の購入に係る経費の支出について（インクルーシブ教育推進室運営用）
54,086

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（１月分）
2,402

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 切手・レターパックの購入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実事業）
17,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供に係る通信料金の支出について（1月分　特別支援教育の充実　ＩＣＴ機器活用モデル研究）
32,421

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（理科補助員）に係る報償金の支出について（１月分）
1,514,040



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（学びサポーター及び学習サポーター）に係る報償金の支出について（小学校）（１月分）
9,242,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター（学びサポーター及び学習サポーター）に係る報償金の支出について（中学校）（１月分）
2,472,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　教育活動支援担当人権・国際理解教育グループ分)
38,930

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 スーパープロフェッショナルハイスクール（ＳＰＨ）事業　継続審査ヒアリング出席に係る経費の支出について（２月１６日）
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　中学校教育担当分)
86,564

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成28年度教育長表彰舞台操作等業務委託に係る経費の支払いについて
70,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　分担金 平成２８年度子どもの緊急通報装置の保守点検にかかる経費の支出について
325,458

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 ジョブアドバイザーに係る市内出張交通費の支出について（平成29年1月分　ユニバーサルサポート事業）
5,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 都道府県・指定都市教育委員会学校体育担当者会議への参加にかかる出張旅費の支出について(2月15日出張)
28,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 ガス管接合部補修に係る経費の支出について（生活指導サポートセンター、もと弘治小学校）
1,003

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 ガス管接合部補修に係る経費の支出について（生活指導サポートセンター、もと弘治小学校）
1,353

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２８年度幼稚園介助アルバイト（１月分）にかかる賃金の口座不能による再支出について
42,798

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語イノベーション研修（第９回）の開催にかかる同謝礼金の支出について（２月２３日）
22,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議開催にかかる報償金の支出について（巽中学校事案　いじめ・不登校問題対策事業　2月22日開催）
15,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援学校教育職員免許法認定講習の開催に係る講師謝礼金の支出について（７月２７日、８月１６日）
103,150

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ地域本部事業学習ボランティア謝礼にかかる経費の支出について(12月分)②
3,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ケース会議の開催にかかる報償金の支出について（我孫子中学校事案　いじめ・不登校問題対策事業　2月22日開催）
10,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部事業用消耗品（園芸用品）経費の支出について（第3期分）
108,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成28年度卒業式・保育修了式用「お祝いのことば」等の印刷に係る経費の支出について
69,796

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 ガス管接合部補修に係る経費の支出について（生活指導サポートセンター、もと弘治小学校）
5,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 平成28年度学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（３月申込分）
110

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 平成28年度学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（３月申込分）
9,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平成28年度学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（３月申込分）
28

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 平成28年度学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（３月申込分）
2,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（２月分）
12,734

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（２月分）
17,176

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの派遣にかかる謝礼金の支出について（２月２０日開催　特別支援教育推進事業）
22,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上を図る実践研究事業にかかる報償金の支出について（２月分）
71,780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣に係る謝礼金の支出について（我孫子中学校　２月１５日開催　特別支援教育推進事業）
22,320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器活用モデル研究における学校アドバイザーの派遣にかかる経費の支出について（２月分　特別支援教育の充実）
72,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　初等教育担当分)
85,710

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　インクルーシブ教育推進担当分)
59,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）
3,634

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２８年度大阪市立天満中学校夜間学級文集外３件の印刷に係る経費の支出について
193,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（２月分）
68,803

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分）
2,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（２月分）
7,055

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(8月　教育活動支援担当　業務調整グループ分)
10,330

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）①
9,936

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学校元気アップ地域本部事業連絡用切手購入にかかる経費の支出について（1～2月申出分）
7,750

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）①
1,700

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　船車賃借料 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）①
11,075

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）２月請求分電気料金の支払いについて
51,454

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
1,742

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
995

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
1,342

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
2,349
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度運動部活動指導者技術講習会（卓球）に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度運動部活動指導者技術講習会（剣道）に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度運動部活動指導者技術講習会（卓球）に係る講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホイッスル外３点の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
77,382

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
5,378

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（２月分）
9,409

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）２月請求分電気料金の支払いについて
849,827

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続契約　２月分）に係る経費の支出について
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
1,717,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校福祉ボランティア科実習システム一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
98,172

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校　学校管理システム並びに教育支援システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
366,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校ＣＡＬ室用情報機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
29,030

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
4,687

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
622,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
695,736

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
458,784

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校　情報教育実習用コンピュータ機器一式の借入にかかる経費の支出について（再リース契約分）（２月分）
299,268

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
582,768

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パーソナルコンピュータ機器一式長期借入について（再リース）（２月分）
98,064

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
226,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（２月分）
222,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（３月分）
2,227

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（３月分）
3,005

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 小学校英語イノベーション研修に係る訪問指導における謝礼金の支出について（２月分）
362,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣に係る謝礼金の支出について（墨江幼稚園　２月２７日開催　特別支援教育推進事業）
22,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（３月分）
12,035

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務の委託に係る経費の支出について（２月分）
24,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校夜間学級のあり方の検討に関する会議の開催に係る経費の支出について（2月27日開催）
34,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ事業学習ボランティア謝礼にかかる経費の支出について(10月分)②
1,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市外国語（英語）指導員（Ｃ－ＮＥＴ）採用試験の実施にかかる試験官謝礼金の支出について（英語イノベーション事業）
88,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「小学校学力経年調査に基づく学習支援事業」における第２回学習教材データ配信委託事業者選定会議（３月６日）の開催にかかる選定委員謝礼の支出について
42,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 英語イノベーション事業　英語能力調査・分析業務にかかる経費の支出について
1,638,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 看護職賠償責任保険の追加加入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　３月１日追加加入分）
780

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）の実施経費の支出について(2月分)
86,184

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式借入(長期継続契約）にかかる経費の支出について(2月分)
80,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第３回子どもの体力向上推進委員会」の開催に伴う報償金の支出について（1月30日開催）
26,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　中学校教育担当分)
95,370

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　高等学校教育担当分)
15,442

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 スリッパ（ダークワイン）外５点の購入に係る経費の支出について（生活指導サポートセンター運営用）
77,166

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　備品修繕料 事務用ノートパソコン修理に係る契約に伴う支出について（生活指導サポートセンター）
51,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室運営にかかる電話料金の支出について（２月分）
57,463

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 新設特別支援学級設備等整備事業用スチール書庫（ガラス戸）外３点の購入経費の支出について
90,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 防火戸レリーズ取替修繕業務に係る経費の支出について（もと弘治小学校）
19,226
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　建物修繕料 防火戸レリーズ取替修繕業務に係る経費の支出について（もと弘治小学校）
25,933

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 いじめ防止対策にかかる第三者委員会の設置による調査・審議に係る所要経費の支出について（平成27年大市教委第2857号に関する部会 平成29年１月分）
57,624

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ地域本部事業学習ボランティア謝礼にかかる経費の支出について(12月分口座不能分)
8,082

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（２月分　その１）
999,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（２月分）
87,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度　部活動技術指導者招聘事業にかかる報償金の支出について（第２期分）
9,153,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度「子どもの体力向上推進事業研修会」の開催に伴う経費の支出について（2月23日開催）
35,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 いじめ防止対策にかかる第三者委員会の設置による調査・審議に係る所要経費の支出について（平成27年大市教委第2857号に関する部会 平成29年１月分）
1,440

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）2月3日　香簑小学校分）
1,071

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成２８年度第９回「英語イノベーション研修」にかかる市内出張交通費の支出について（２月２３日分）
13,650

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度第3回「英語イノベーション研修」の開催ならびに市内出張交通費の支出について（７月２２日分）
360

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用ゴム印の購入並びに同所要経費の支出について
2,332

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プロジェクターの購入経費の支出について（特別支援教育の充実事業）
78,084

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 庁内情報ネットワークプリンタ用トナー外1点の購入に係る経費の支出について
73,764

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　建物修繕料 防火戸レリーズ取替修繕業務に係る経費の支出について（もと弘治小学校）
103,881

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 点字タイルの購入経費の支出について（新設特別支援学級設備等整備事業用）
76,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　教育活動支援担当　人権・国際理解教育グループ分)
41,190

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　中学校教育担当　生活指導グループ分)
16,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 クラフトボール紙の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
59,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ノート（Ｂ５）外１１点の購入に係る経費の支出について（生活指導サポートセンター運営用）
12,117

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
655,128

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
4,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校　情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（再リース契約分）（２月分）
365,040

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 いじめ防止対策にかかる第三者委員会の設置による調査・審議に係る所要経費の支出について（平成27年大市教委第2857号に関する部会 平成29年２月分）
38,416

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度「小学校低学年からの英語教育」指導案作成会議（第４回）に係る謝礼金の支出について（英語イノベーション事業）
188,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ地域本部事業学習ボランティア謝礼にかかる経費の支出について(1月分)
842,850

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度学校元気アップ地域本部事業東住吉区地域コーディネーター研修の実施にかかる所要経費の支出について
28,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度学校元気アップ地域本部事業　茨田北中学校区地域本部研修の実施にかかる所要経費の支出について
14,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度学校元気アップ事業地域コーディネーター謝礼にかかる経費の支出について(1月分)
9,601,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 いじめ防止対策にかかる第三者委員会の設置による調査・審議に係る所要経費の支出について（平成27年大市教委第2857号に関する部会 平成29年２月分）
800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 学力向上を図る実践研究事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
320

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 人権教育研究指定校事業用　Ａ４コピー用紙の購入にかかる経費の支出について
32,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 キャリア教育支援センターのガス料金の支払いについて（２月分）
1,507

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成２８年度もと幼児教育センター遠隔監視回線代（２月分）の経費支出について
2,702

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供に係る通信料金の支出について（２月分　特別支援教育の充実　ＩＣＴ機器活用モデル研究）
32,421

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度全国中学校スポーツ大会選手派遣補助金の支出について（冬季）
21,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２８年度幼稚園介助アルバイト（２月分）にかかる経費の支出について
1,564,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業「国際理解クラブ」担当非常勤嘱託職員採用試験面接官の依頼に係る謝礼金の支出について(3月11日開催)
9,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育推進事業　国際理解クラブ時間講師にかかる報償金の支出について(2月分）
275,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度学校元気アップ地域本部事業松虫中学校地域コーディネーター研修の実施にかかる所要経費の支出について
23,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 キャリア教育支援センターの維持管理における電気料金（１月分）・水道料金（２月分）にかかる分担金の支出について
15,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（２月分　その２）
1,081,680

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学力向上を図る実践研究事業用トナーカートリッジ外６点の買入経費の支出について（２）
26,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ゴム印の購入経費の支出について（特別支援教育の充実）
2,419

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度進路指導支援事業に関する「大阪市中学校３年生統一テスト」実施業務委託に係る経費の支出について
39,066,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　インクルーシブ教育推進担当分)
55,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　初等教育担当分)
54,150
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 平成２８年度大阪市人権・同和教育研究大会への参加にかかる資料代の支出について
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一般事務用　硬質カードケース外15点の購入に係る経費の支出について
64,540

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センターの光回線通信料金の支出について（２月分）
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 にぎわいネット2月分電話代の支出について
6,318

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 一般事務用返信用切手の購入に係る経費の支出について
14,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 点字付きトランプカード外７点の購入経費の支出について（新設特別支援学級設備等整備事業用）
35,225

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　庁用器具費 点字付きトランプカード外７点の購入経費の支出について（新設特別支援学級設備等整備事業用）
198,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 第2回大阪市英語教育推進にかかる検討会議（タスクフォース）にかかる謝礼金の支出について（３月１７日）
89,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザー派遣にかかる謝礼金の支出について（四貫島小学校３月１４日開催　特別支援教育推進事業）
16,840

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 中学校英語イノベーション研修（第１０回）の開催に係る謝礼金の支払いについて（３月１７日）
7,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　教育活動支援担当　業務調整グループ分)
16,092

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 生活指導サポートセンター運営に係る市内出張交通費の支出について(２月分)
12,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成28年度指導部市内出張交通費の支出について(9月　教育活動支援担当　学力向上・英語教育グループ分)
16,952

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（インクルーシブ教育推進室運営用）
67,861

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 生活指導サポートセンター用電話代の支出について（ＮＴＴ西日本２月分）
7,903

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 保健体育費 学校体育費 報償費　報償金 平成28年度大阪市中学校運動部活動種目別合同練習会の実施に係る講師謝礼金の支出について（第３期分）
1,130,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「第４回子どもの体力向上推進委員会」の開催に係る経費の支出について（3月16日開催）
69,970

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成２８年度学校元気アップ地域本部事業　難波中学校区地域本部研修の実施にかかる経費の支出について
8,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＩＣＴ機器活用モデル研究における学校アドバイザーの派遣にかかる経費の支出について（３月分　特別支援教育の充実）
36,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カッターマット外15点の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
29,116

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部事業用消耗品（アダプター）の購入経費の支出について
4,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学校元気アップ地域本部用消耗品（日用品②）の購入経費の支出について
13,062

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットパソコン用セキュリティ対策ソフトの購入経費の支出について（特別支援教育の充実事業）
37,152

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）その②
14,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）その②
12,960

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（２月分）
1,964

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）３月請求分水道料金の支払いについて
38,137

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(３月分）その②
1,526

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度教育長表彰状等の作成に係る筆耕業務委託に伴う経費の支出について（いじめ・不登校・児童虐待等防止対策）
17,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 平成28年度合理的配慮研修業務（手話講習）委託契約にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実事業）
285,120

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　庁用器具費 複合機の購入経費の支出について（キャリア教育支援センター用）
399,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 賃金　賃金 デザイン教育研究所介助補助員賃金の支出について（２月分）
45,670

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度子どもの緊急通報装置にかかる電柱共架料の支出について（旭区分）
43,848

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
104,940

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校生徒支援事業スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（２月分）
648,420

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルメモ外６点の購入経費の支出について（新設特別支援学級設備等整備事業用）
148,878

教育委員会事務局 教育活動支援担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルメモ外６点の購入経費の支出について（新設特別支援学級設備等整備事業用）
62,640

教育委員会事務局 中学校教育担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校　プログラミング実習用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース）（２月分）
161,838

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（２月分）の支出について
1,744

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史編
纂所

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 大阪市史編纂事業用雑誌『ヒストリア』平成28年度分買入経費の支出について
1,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿公共図書館協議会第２回理事会にかかる出張命令について
2,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金１月分の支出について
344,302

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金１月分の支出について
8,042

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金２月分の支出について
150,971

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館水道料金２月分に支出について
14,651

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 港図書館電気・水道料金１月分の支出について
77,934

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　粗大ごみ（産業廃棄物）収集運搬処理業務委託経費の支出について
118,800
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 一般維持管理用　平成２８年度　日本図書館研究会会費の支出について
8,500

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　天王寺図書館低濃度ＰＣＢ廃棄物処分業務委託の実施及び同経費の支出について
324,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　天王寺図書館低濃度ＰＣＢ廃棄物収集・運搬業務委託の実施及び同経費の支出について
648,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金２月分の支出について
1,147

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１２月分の支出について
17,385

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１１月分の支出について
90,778

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１月分の支出について
76,779

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１月分の支出について
16,021

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１２月分の支出について
77,508

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 此花図書館電気・水道料金１１月分の支出について
15,732

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について　（１月分）
1,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　中央監視装置保守点検整備委託料分担金の支出について（下半期）
28,350

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野複合施設　空気環境測定業務費用の分担金の支出について（１２～１月）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東淀川図書館　簡易専用水道検査料分担金の支出について
2,787

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（１月分）
50,307

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（１月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　産業廃棄物（廃蛍光管）リサイクル処理業務（単価契約）経費の支出について
401,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立旭図書館外３館窓口等業務委託にかかる支出について（２月分）
6,858,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（１２月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立東淀川図書館他３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
5,702,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館機械警備業務委託　長期継続　の経費の支出について（２月分）
9,180

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（１月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入にかかる経費の支出について（２月分）
17,820

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続　の経費の支出について（２月分）
2,095,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館窓口等業務委託にかかる経費の支出について(２月分)
13,032,360

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　ゴミ処理料分担金の支出について（１月分）
25,326

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　機械警備料分担金の支出について　（１月分）
21,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　鶴見図書館　エレベーター保守点検分担金の支出について　（１月分）
22,097

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　港図書館　簡易専用水道検査経費にかかる分担金の支出について
3,992

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館水道料金２月分の支出について
21,839

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について(２月分)
7,577,928

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務の経費の支出について(2月分)
626,141

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　電動リフト保守点検業務の経費の支出について
91,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金１月分の支出について
86,461

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金１月分の支出について
40,929

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　 スプリンクラー設備用コンプレッサー緊急修繕の経費の支出について
46,440

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　建物修繕料 中央図書館　自動制御機器 外気・排気ダンパモータ外取替修繕の経費の支出について
399,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立西淀川図書館他４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について(２月分)
6,421,518

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立平野図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について(２月分)
7,803,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 パイプファイル　外６点　買入について
79,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
5,774

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
10,812

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
878

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
2,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
359

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
42,570
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館水道料金１月分の支出について
11,178

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 北図書館電気料金１月分の支出について
160,185

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
131,133

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金１月分の支出について
65,507

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金１月分の支出について
288,710

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 大正図書館電気・水道料金２月分の支出について
19,463

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 旭図書館水道・ガス・電気料金１月分の支出について
59,709

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
90,720

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
128,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
43,830

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
55,822

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
127,829

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
50,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
95,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
109,060

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
56,635

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
610,794

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
84,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館清掃業務委託経費の支出について（２月分）
1,713,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東成図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
88,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（2月分）
26,378

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
191,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立浪速図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
43,560

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
53,676

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
81,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立大正図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
53,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
45,900

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立島之内図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
64,800

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
39,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
47,026

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立福島図書館　清掃業務委託経費の支出について（２月分）
68,561

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　機械警備費用分担金の支出について　（１月分）
2,981

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　空気環境測定料分担金の支出について　（１月分）
3,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　清掃業務委託費用分担金の支出について　（１月分）
10,898

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　廃棄物収集運搬・処理分担金の支出について（１月分）
19,656

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東淀川図書館電気料金２月分の支出について
163,850

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館電気料金２月分の支出について
216,224

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　貯水槽清掃及び水質検査業務の経費の支出について
104,760

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館二重壁内清掃業務の経費の支出について
248,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　汚水槽・雨水槽清掃業務の経費の支出について
420,120

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 一般維持管理用　中央図書館閲覧用椅子張替経費の支出について
62,640

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（２月分）の支出について
35,145

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館水道料金１月分の支出について
18,236

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東成図書館電気料金２月分の支出について
236,961
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
131,502

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
125,005

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 都島図書館水道・電気料金２月分の支出について
7,512

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
11,161

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 西成図書館電気・水道料金１月分の支出について
146,149

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
21,072

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館水道料金２月分の支出について
46,132

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１月分の支出について
283,967

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住之江図書館電気・水道料金１月分の支出について
21,549

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金１月分の支出について
327,852

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 島之内図書館電気・水道料金２月分の支出について
212,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 阿倍野図書館電気・水道料金１月分の支出について
33,114

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　東成複合施設　荷捌き場ドア・鍵修繕費用分担金の支出について
1,624

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,848

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 水まわり部品①外２点買入の経費の支出について
86,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 第５回「図書館情報ネットワークシステムの機種更新に向けての検討プロジェクト会議」における外部委員報酬の支出について
35,146

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　タイルカーペット買入経費の支出について
378,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（２月分）
29,376

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 電池パック他１点買入の経費の支出について
68,688

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外１点買入について
247,320

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 インクリボン　外８点　買入について
87,836

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 住吉図書館電気料金２月分の支出について
398,090

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平成２８年度切手の購入経費の支出について（追加分）
510

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平成２８年度切手の購入経費の支出について
60,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中央図書館大会議室舞台照明設備整備業務の経費の支出について
1,485,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中央図書館　自家用発電機設備点検整備業務委託の経費の支出について
12,906,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 「大阪市立図書館自動車文庫車　製造」にかかる中間検査にかかる旅費の支払いについて
58,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館電気料金２月分の支出について
305,825

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平野図書館電気料金３月分の支出について
210,005

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 福島図書館水道料金３月分の支出について
651

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 鶴見図書館ガス料金２月分の支出について
101,583

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 東住吉図書館電気料金３月分の支出について
118,942

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 天王寺図書館電気料金３月分の支出について
285,290

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　住之江図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
13,245

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東住吉図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
16,379

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　天王寺図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
14,765

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
15,409

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　鶴見図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
8,467

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　中央図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
132,375

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
8,689

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　東淀川図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
17,656

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　島之内図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
14,220

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　北図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
14,130

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　阿倍野図書館電話使用料の支出について（ＮＴＴ西日本、平成２９年２月使用分）
8,227

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　一般廃棄物（木製椅子）収集運搬処理業務委託経費の支出について
145,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用図書館カード申込書の印刷経費の支出について
255,960
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教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ブックコートフィルム（文庫判）外１０点の購入経費の支出について
1,052,222

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月02日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　備品修繕料 サービス事業用中央図書館ＣＤ盗難防止ロック解除機修理経費の支出について
4,320

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用両面テープ（5㎜幅）外13点の購入経費の支出について
229,417

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 地域館事業用行事にかかる講師謝礼金の支出について（２月）
14,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用図書予約カードの印刷経費の支出について
237,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業用学校図書館支援ボランティア講座講師謝礼金の支出について（１２月分）
46,420

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業用中央図書館講師謝礼の支出について
22,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成28年度障がい者サービス事業用郵送貸出用切手の購入経費の支出について
98,750

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 障がい者サービス事業用録音図書の購入経費の支出について
711,720

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダー機器長期借入経費の支出について（２月分）
91,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月23日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 サービス事業費　間家文書重要文化財指定記念講演会の実施経費の支出について
22,800

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館外6館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（２月分）
54,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用キャスター付き展示パネル外1点の購入経費の支出について
21,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用印刷機用インク外１点の購入経費の支出について
379,080

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　印刷製本費 図書整理用修理製本経費の支出について
64,692

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（２月中央図書館）
56,576

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（２月地域図書館）
21,736

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 地域館事業用返却ポストの購入経費の支出について
363,852

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 サービス事業用キャスター付き展示パネル外1点の購入経費の支出について
216,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成28年度障がい者サービス事業用対面朗読サービス（２月）の協力者謝礼金の支出について
235,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用ＷｉＦｉルーターの購入（その2）経費の支出について
158,382

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用粘着テープ付軟質カードケースの購入経費の支出について
70,200

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用回転ゴム印外５点の購入経費の支出について
301,590

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 地域館事業用入館者カウンターの購入（その2）経費の支出について
359,586

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校図書館活性化事業用学校図書館支援ボランティア講座講師謝礼金の支出について（１月分）
82,220

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 サービス事業用展示ケース外３点の購入経費の支出について
76,356

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 学校図書館活用推進事業用事務用品の購入経費の支出について
311,202

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 サービス事業用展示ケース外３点の購入経費の支出について
192,024

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
317,890

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月01日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,958,082

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用大阪市詳細図買入経費の支出について
239,112

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本工業規格追録買入経費の支出について（２月分）
124,654

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（1月分）
200,459

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（1月分）
268,101

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（1月分）
225,608

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用電子書籍コンテンツ（ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙｅＢｏｏｋｓ）購入経費の支出について（平成28年12月刊行分）
1,078,634

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
281,312

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月08日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外5館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,733,283

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月09日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務経費の支出について（1月分）
969,494

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（1月分）
264,583

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東成図書館閲覧用新聞(産経新聞)買入経費の支出について（10月～12月分）
12,111

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（1月分）
277,019

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等借入経費の支出について（２０１７年２月分）
6,569,121

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等借入経費の支出について（２０１７年２月分）
3,299,724

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入（再リース）経費の支出について（２０１７年２月分）
258,444

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本経済新聞大阪本社版マイクロフィルム購入経費の支出について
98,558

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
249,449
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
229,351

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
272,567

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,537,020

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,412,777

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(1月分)
1,679,494

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用プロバイダ料（ファイバーリンクadvance/IP8)の支出について(平成29年2月分)
21,708

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「聞蔵Ⅱビジュアル・フォーライブラリー」使用料の支出について(平成29年2月分)
138,240

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(平成29年3月分)
162,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「LexisASONE」使用料の支出について(平成29年2月分)
17,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供経費の支出について(イーサネットVPN 平成29年2月分)
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
342,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「D1-Law」使用料の支出について(平成29年2月分)
55,800

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「理科年表」使用料の支出について(平成29年2月分)
9,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JRS経営情報」「日経テレコン21」使用料の支出について(平成29年2月分)
96,120

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ポプラディアネット」使用料の支出について(平成29年2月分)
8,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ヨミダス歴史館」使用料の支出について(平成29年2月分)
54,432

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」使用料の支出について(平成29年2月分)
34,110

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書購入及び装備業務委託経費の支出について（２月分その１）
2,514,427

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外３館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（２月分）
47,576

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外１館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（２月分）
22,680

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国新聞・雑誌買入経費の支出について（２月分）
19,229

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国言語(南米発行以外)雑誌買入経費の支出について（２月分）
74,083

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外２館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（２月分）
48,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク平成29年2月分)
1,334

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI平成29年2月分)
16,007

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 図書館閲覧用紙芝居買入経費の支出について(第２回納品分)
90,287

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「Nexis」使用料の支出について(平成29年2月分)
42,768

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（２月分）
754,684

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月29日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用固定電話および回線使用料の支出について(NTT西日本平成29年2月分)
15,014

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録(「判例体系 知的財産権法」外2タイトル)買入経費の支出について（２月分）
4,502

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について(２月分)
15,010

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
246,934

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 西淀川図書館外7館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
316,267

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外6館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
204,397

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
274,369

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
1,521,604

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外6館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
1,259,432

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 西淀川図書館外7館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
1,947,867

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 平野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
1,690,141

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用産経新聞大阪本社版マイクロフィルム購入経費の支出について
207,360

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
230,217

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
261,431

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（2月分）
192,418

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
280,917

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報担
当

平成29年03月31日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(2月分)
1,730,638

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度養護教諭研修会（２）にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,480

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 筑波大学附属小学校学習公開・初等教育研修会参加にかかる旅費の支出について
29,660
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教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業・情報教育研究事業用トナーコンテナ（シアン）外１４点の購入及び経費支出について
137,916

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業・情報教育研究事業用トナーコンテナ（シアン）外１４点の購入及び経費支出について
107,379

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度教職員地域研修（南ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,140

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立幼稚園教育研究会　保健研究部研修会にかかる報償金の経費支出について
11,480

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１６８）にかかる管外出張旅費の支出について（８／２　全国算数・数学教育研究（岐阜）大会）
11,580

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（２０４）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１８　全国小学校学校行事研究会全体研修会　新横浜プリンスホテル）
28,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」春日出中学校第8回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,200

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度研究指定園研究発表会にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
320

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
320

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１２１）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１８千葉大学教育学部附属幼稚園保育実践研究会）
30,460

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（００３）にかかる管外出張旅費の支出について（２／９・１０　学習公開・初等教育研修会　筑波小）
38,220

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１３９）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
1,880

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究・研修支援事業用「研究集録第５７号」の印刷にかかる経費支出について
73,440

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援用切手の購入経費の支出について
36,500

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ハードル外３点の購入にかかる経費の支出について
90,666

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用国語辞典外１点の購入にかかる経費の支出について
176,248

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 教育センター屋上出入り口スチールドア歪み補修業務の実施及び同経費の支出について
37,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１４４）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１７～１８上越教育大学　学び合い研究研修）
30,720

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１４０）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１７・１８　福岡教育大学附属福岡小学校　教育研究発表会）
37,900

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０４）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
5,570

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　特別旅費 平成２８年度　小学校における外国語教育指導者育成研修の参加にかかる経費支出について
27,560

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」豊里南小学校第7回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,560

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,900

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実にかかる支援事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,860

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,480

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度第2回大阪市教育センター事業評価会議及び運営会議にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,280

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度新任教員研修会（2年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,500

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,020

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,420

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」池島小学校第4回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,960

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,140

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「道徳教育の抜本的改善・充実にかかる支援事業」にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,080

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
35,100

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,420

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度第2回大阪市教育センター事業評価会議及び運営会議にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,980

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度第2回大阪市教育センター事業評価会議及び運営会議にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,980

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,860

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(14)「めざす教師像」「面接特別講座」にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
840

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成28年度全国小学校道徳教育研究会第39回研究発表大会参加にかかる旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
420

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について(平成２９年１月分）
1,632,748

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について(平成２８年１２月分）
526,705

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの建物維持管理用グロースタータ外１点の購入にかかる経費支出について
10,368

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用マグネットスクリーンの購入にかかる経費の支出について
242,028
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教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用移動式ホワイトボード（ヨコ型）外１点の購入にかかる経費の支出について
33,804

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）の実施及び同経費の支出について（平成29年2月分）
7,344

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）の契約変更の実施及び同経費の支出について（平成29年2月分）
497,880

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用マグネットスクリーン（６４型）外１点の購入にかかる経費の支出について
334,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大阪市立中学校教育研究会　英語部研究発表会にかかる報償金の経費支出について
22,020

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 平成28年度教職員地域研修（南・北ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
42,200

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用ＣＤ－Ｒ外３点の購入にかかる経費支出について
139,698

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」十三中学校第3回「基礎学力の定着に向けて」に関する研究の開催にかかる講師謝礼等経費の支出について
15,160

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第9回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」高見小学校第10回校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
34,220

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 新任教員情報モラル教育研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
27,640

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿地区教育研究（修）所連盟加盟府県・指定都市教育研究（修）所第２回所長会等への参加にかかる経費支出について
2,620

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿地区教育研究（修）所連盟加盟府県・指定都市教育研究（修）所第２回所長会等への参加にかかる経費支出について
2,680

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業ならびの教育センターの一般維持管理用デジタルカメラの購入及び経費の支出について
20,304

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ワイヤレスピンマイクの購入にかかる経費の支出について
64,692

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業ならびに教育センターの機能充実事業用インクジェットプリンター外８点の購入にかかる経費の支出について
16,848

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座における黒板用直線定規の購入にかかる経費の支出について
25,110

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業ならびに教育センターの機能充実事業用インクジェットプリンター外８点の購入にかかる経費の支出について
73,742

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用書画カメラの購入にかかる経費の支出について
263,412

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 幼児教育研修事業ならびの教育センターの一般維持管理用デジタルカメラの購入及び経費の支出について
40,608

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 道徳教育推進事業用「リーフレット（研究通信）」印刷にかかる経費支出について
32,400

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 大阪市教育センターエレベーター緊急修繕業務の実施並びに同所要経費の支出について
4,428,000

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１１６）にかかる管外出張旅費の支出について（２／９・１０　筑波大学附属小学校　学習公開・初等教育研修会）
38,160

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（２１２）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１７、全国小学校道徳教育研究大会　東京都）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０９）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１０　筑波大学附属小学校　学習公開・初等教育研修会）
66,980

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
1,910

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１１６）にかかる管外出張旅費の支出について（１／２８・２９　筑波大学附属小学校　第２回日本授業UD学会全国大会）
67,180

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０９）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１７　お茶の水女子大学附属小学校　第７９回教育実際指導研究会）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１１６）にかかる管外出張旅費の支出について（２／４　筑波大学附属小学校　第２４回図工ゼミ）
29,520

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（２１２）にかかる管外出張旅費の支出について（１１／１０～１１、全国道徳教育研究大会愛媛大会）
30,540

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（００７）にかかる管外出張旅費の支出について（２／９～１０　筑波大学附属小学校　学習公開・初等教育研修会）
37,740

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１６７）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１８　筑波大学附属小学校　第６回実技虎の穴）
29,660

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１３８）にかかる管外出張旅費の支出について（２／２１　岡山市立岡輝中学校　公開授業研究会）
26,420

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１２１）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１９佐賀大学教育学部附属幼稚園公開保育研究会）
29,660

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１０２）にかかる出張旅費の支出について（２／２４　富士市立田子浦中学校公開授業研究会）
23,720

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（００７）にかかる管外出張旅費の支出について（２／１８　授業づくりまるごと講座　林野会館）
29,240

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用上皿自動秤外２点の購入にかかる経費の支出について
138,780

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座用ＯＡ賞状用紙の購入にかかる経費の支出について
6,156

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業におけるソフトウエアライブラリーセンター事業で使用する「無停電電源装置　交換用バッテリキット」の購入にかかる経費の支出について
53,136

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用「プロジェクター台　外１点」の購入及び経費の支出について
366,832

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの事務事業用ゴム印８点の購入にかかる経費支出について
2,802

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターの一般維持管理用地下鉄回数カードの購入にかかる経費支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 教育センターピアノ調律にかかる経費の支出について
16,200

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用クラフト封筒（角型２号）外１点の購入にかかる経費支出について
118,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 教育センターの機能充実事業用レーザープリンターの購入及び経費支出について
133,056

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用地球儀外２点の購入にかかる経費の支出について
80,676

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用スライドボードの購入にかかる経費の支出について
34,074
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教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度栄養教諭・学校栄養職員課題別研修会（３）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,260

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座「座長特別講座②」にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,460

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度新任教員研修会（2年目）（１０）にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,000

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 教育センターの機能充実事業にかかる管内出張旅費の支出について
480

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（１１６）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
560

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０５）にかかる出張旅費の支出について（１２月分）
11,760

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（２月分）の支出について
5,465

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（２月分）の支出について
61,071

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（２月分）の支出について
5,113

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業・教育資料事業用トナーカートリッジ外１２点の購入にかかる経費支出について
165,029

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 情報教育推進事業・教育資料事業用トナーカートリッジ外１２点の購入にかかる経費支出について
147,798

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２９年２月分）の支出について
5,640

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２９年２月分）の支出について
25,310

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２９年２月分）の支出について
34,820

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２９年２月分）の支出について
65,270

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費　（平成２９年２月分）の支出について
1,280

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用図書３０点〔単価契約〕の購入にかかる経費の支出について
47,115

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育資料事業用妊婦体験用モデル交換部品（おもり）の購入にかかる経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　図書購入費 教育センターの機能充実事業用図書３０点〔単価契約〕の購入にかかる経費の支出について
31,671

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２２２）にかかる管外出張旅費の支出について（２／２４　メルパルクホール　全国養護教諭連絡協議会第２２回研究協議会）
142,940

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援事業（２０６）にかかる管外出張旅費の支出について（２／２４　田子浦中学校公開研修会）
24,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 がんばる先生支援（１３８）にかかる出張旅費の支出について（２月分）
25,700

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教職員地域研修推進事業用印刷機用インクの購入にかかる経費の支出について
113,616

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,840

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,940

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」鶴見橋中学校第10回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,260

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
18,940

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,120

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,720

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,180

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,120

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,800

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,560

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成28年度大阪市教師養成講座(15)「閉講式」にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,600

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 「スタンダード授業モデル」城陽中学校第2回研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
22,950

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 大阪市教師養成講座におけるインクカートリッジの購入及にかかる経費の支出について
52,920

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究・研修支援事業用インクタンクマルチパック外１点の購入にかかる経費支出について
238,734

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用のこぎり外１点の購入にかかる経費の支出について
59,616

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用版画作業台外１点の購入にかかる経費の支出について
69,444

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
10,934

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実事業用ＣＤラジカセ外１点の購入にかかる経費の支出について
28,576

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
5,054

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
13,670

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
4,964

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
57,380

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
20,260

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
19,910
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教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
29,020

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について（平成２９年２月）
1,632,748

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 備品購入費　庁用器具費 教育センターの機能充実事業用カラーレーザープリンターの購入にかかる経費の支出について
202,500

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　印刷製本費 初任者研修用「新任教員研修会要項」の印刷にかかる経費の支出について
93,150

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般維持管理用切手の購入及にかかる経費支出について
13,200

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 建築基準法第12条（建築物・建築設備）に基づく定期点検業務委託の実施ならびに同経費の支出について
396,360

教育委員会事務局 管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 大阪市教育センターハロン消火設備の取替修繕の実施及び同所要経費の支出について
8,262,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）３回目再リースに伴う保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
198,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（西ブロック）３回目再リースに伴う保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（１月分）
396,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 清江小学校　増学級に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託の実施及び経費の支出について
273,510

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴う校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
23,700

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（１月分）
613,314

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
197,870

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（１月分）
3,202,272

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（１月分）
276,097

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（１月分）
1,675,008

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（１２月分）
89,076

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 伝法小学校　増学級に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託の実施にかかる経費の支出について
240,840

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 南中学校　日本語学級を使用する生徒の増加に伴う校内ＬＡＮ構築業務委託の実施及び経費の支出について
185,004

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２９年２月分）に支出について
77,170

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 ＩＣＴ授業づくり指導員　出張交通費（平成２９年２月分）に支出について
45,690

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業推進会議（４）にかかる報償金の支出について
76,200

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（２月分）
182,520

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（２月分）
18,851,400

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うProxyサーバ長期借入にかかる経費支出について（２月分）
502,416

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター 教育用コンテンツサーバ機器一式 長期借入にかかる経費支出について（２月分）
133,056

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
8,306,793

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育情報提供コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費支出について（２月分）
217,188

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター 研修申込サーバ機器一式 長期借入にかかる経費支出について（２月分）
35,035

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター教職員研修用パソコン実習室機器一式　長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
153,360

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴う校内研修会にかかる講師謝礼等経費の支出について
10,300

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（２月分）
3,202,272

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））３回目再リースに伴う保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
1,591,920

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（２月分）
41,601,139

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
144,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
450,993

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
1,904,448

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（南・西ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
1,765,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託にかかる経費支出について（２月分）
2,147,493

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（２月分）
613,314

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,371,572

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
9,720

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,400,451

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,889,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,890,000

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（２月分）
4,157,757

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,814,270
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教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
62,208

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（南・西ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
200,664

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(PLC)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
1,080

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,984,240

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,325,306

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（２月分）
101,805

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,262,196

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,875,537

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）長期借入（３回目再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
86,400

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
207,064

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
18,519,310

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,232,769

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
226,168

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(無線)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
11,036

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
2,116,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,593,648

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　モバイルルータ等機器一式長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
281,360

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（２月分）
7,794,844

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,812,790

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
17,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
861,880

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校教育ＩＣＴ活用事業　モバイルルータ回線使用料の経費支出について（２月分）
583

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 マイクロソフトEES契約　ソフトウェア等ライセンス取得・管理等業務委託にかかる経費支出について（２月分）
1,675,008

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 「学校教育ＩＣＴ活用事業」に資する実証研究に係る調査業務委託にかかる経費支出について（２月分）
1,124,878

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費支出について（２月分）
18,727,661

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）再リースに伴う保守業務委託　長期継続の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
73,248

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
72,159

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続の実施並びに同経費の支出について（２月分）
276,097

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））３回目再リースに伴う保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
2,387,880

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
265,846

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
17,280

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）長期借入（３回目再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
172,800

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（北・東ブロック）長期借入（再リース）の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
7,964

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(PLC)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
540

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
3,240

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
15,552

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 平成20年度ユビキタス事業にかかる教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）６回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
15,120

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　モバイルルータ等機器一式長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
433,060

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小中学校校内LANサーバ及び校内LAN(無線)機器一式借入７回目再リースにかかる経費の支出について（２月分）
2,759

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
8,725,742

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（２月分）
56,220

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,479,816

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,054,989

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　ＬＴＥタブレット端末等機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
679,796

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,553,040

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,298,880

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（２月分）
1,865,295
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教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
1,262,196

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２５-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
825,390

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
713,626

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（２月分）
3,258,578

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-南ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
96,293

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（我孫子南中学校）にかかる経費支出について（２月分）
134,784

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（２月分）
396,968

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
896,559

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
100,348

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（２月分）
22,154

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 教育用コンピュータ機器一式借入（東・南・北ブロック及び友渕小学校（分校））３回目再リースに伴う保守業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
72,360

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２３-東ブロック）にかかる経費支出について（２月分）
203,040

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（２月分）
14,666

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
393,687

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校　校内LAN用パソコン機器一式　長期借入の実施並びに所要経費の支出について（２月分）
706,536

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育用インターネットブロバイダ回線使用料の経費支出について（平成２９年２月分）
815,076

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,123,632

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
505,440

教育委員会事務局 教育振興担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 「情報教育の推進」事業用光回線通信料にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
73,872

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用リサイクルトナーカートリッジ外１点の購入及び同経費の支出について
177,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童費　３月２日払）の支給について
21,959

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３日払）の支給について
771,587

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３日払）の支給について
6,564,587

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３日払）の支給について
8,707,836

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３日払）の支給について
388,500

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２８年度大阪市奨学費（第３回目）の支出について
3,934,653

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ及び同経費の支出について
777

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,274

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,000

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 環境整備用清掃の委託及び同経費の支出について（２月分）
58,320

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター用ファクシミリ装置再借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
2,905

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費の過年度支出について（巽東小学校）
4,050

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費の過年度支出について（放出小学校）
14,900

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費の過年度支出について（田中小学校）
119,237

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費管理システムサーバー装置等長期借入経費の支出について(平成29年２月分)
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,768

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
654

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（２月分）
34,752

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（２月分）
442,346

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（２月分）
434,496

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 学校経営管理センター用電気使用料の支出について（２月分）
57,758

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金の経費支出について（２月分）
33,386

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校経営管理センター事務所の賃借及び倉庫使用に係る経費の支出について（３月分）
3,628,176

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　３月３日払における口座振替不能）の再支給について
26,551

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　３月３日払における口座振替不能）の再支給について
6,972

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（給食費　３月３日払における口座振替不能）の再支給について
2,700

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助（児童生徒費　３月３日払における口座振替不能）の再支給について
50
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教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（２月分）
13,558

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２８年度大阪市奨学費（第３回目）の支出について（追加分）
108,607

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用複写機に係るコピー代金の支出について（２月分）
26,390

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用デジタル製版用原紙（リソー）外１点の購入及び同経費の支出について
117,828

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　奨学費補助金 平成２８年度大阪市奨学費（第３回目）の支出について（再支出）
46,260

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３０日払）の支給について
1,203,986

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３０日払）の支給について
329,930

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 中学校夜間学級就学援助費（３月３０日払）の支給について
661,983

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（給食費　３月３０日払）の支給について
189,603

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 就学援助費（児童生徒費等　３月３０日払）の支給について
4,546,671

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
15,120

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用通信回線料の経費支出について（ビジネスイーサ２月分）
251,640

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（２月分）
13,589

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（２月分）
112,780

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料等の経費支出について（２月分）
729

教育委員会事務局 事務管理担当 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　児童生徒就学費補助金 過年度就学援助費（巽東小学校　３月１０日払における口座振込不能）の再支給について
4,050

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度学校給食費督促状兼納付書及び催告書兼納付書封入封緘等業務委託（概算契約）及び同経費の支出について
58,710

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用資料　大阪府公立中学校教育研究会機関誌「中学の広場」の購入及び同経費の支出について
109,000

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）２月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成28年度学校給食費督促状兼納付書及び催告書兼納付書封入封緘等業務委託（概算契約）及び同経費の支出について
70,992

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費システム及び学校徴収金システム用預金口座振替依頼書の作成にかかる支出について
177,724

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費システム及び学校徴収金システム用預金口座振替依頼書の作成にかかる支出について
494,208

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
62,394,373

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
30,842,532

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
6,304,589

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
12,822,071

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
3,260,888

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 学校維持管理用　平成２８年度上下水道使用料の支出について（２月分）
6,190,763

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 学校給食費用分任出納員領収之印作成にかかる支出について
2,808

教育委員会事務局 学務担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金対策グループ）用郵便料金の経費支出について（２月分）
485,745

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
362,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支出について
13,756,793

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 平成２９年３月　給与の支出について
108,667,310

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支出について
1,323,017

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支出について
14,710,884

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支出について
3,171,480

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
37,775

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支出について
297,345

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支出について
2,664,026

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２９年３月　給与の支出について
813,404

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成２９年３月　アルバイト賃金の支出について
137,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月　報酬の支出について
10,423,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月　報酬の支出について
334,135

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員情報システム用外付けハードディスク外６点の購入経費の支出について
49,248

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員情報システム用外付けハードディスク外６点の購入経費の支出について
68,688

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員情報システム用外付けハードディスク外６点の購入経費の支出について
43,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員情報システム用外付けハードディスク外６点の購入経費の支出について
87,210



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 教職員情報システム用外付けハードディスク外６点の購入経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月　報酬の支出について
9,409,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２９年３月　報酬の支出について
139,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月　報酬の支出について
177,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月　報酬の支出について
18,600

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支出について
304,604,963

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 平成２９年３月　給与の支出について
40,376,684

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支出について
10,982,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支出について
55,965,316

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支出について
374,965

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
105,552

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支出について
2,794,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
8,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支出について
7,697,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２９年３月　給与の支出について
547,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 災害補償費　災害補償費 公務災害による休業補償費（２月分）の支出について
59,346

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月　報酬の支出について
5,327,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
39,759,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 平成２９年３月　アルバイト賃金の支出について
4,448,644

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月　報酬の支出について
264,890

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支出について
63,285,967

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 平成２９年３月　給与の支出について
39,387,853

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支出について
3,674,640

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支出について
15,214,571

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
35,567

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支出について
451,733

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
1,040,700

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支出について
2,720,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２９年３月　給与の支出について
528,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 教育活動支援員及び特別支援教育補助員にかかる賃金の支出について（２月分）
10,262,420

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 平成２９年３月　アルバイト賃金の支出について
1,907,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支出について
35,442,911

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 平成２９年３月　給与の支出について
440,996,129

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支出について
11,912,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支出について
55,945,930

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支出について
2,853,325

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
1,883,619

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支出について
746,913

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 平成２９年３月　給与の支出について
5,483,141

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 平成２９年３月　給与の支出について
4,053,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
3,232,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支出について
7,318,900

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 平成２９年３月　給与の支出について
6,395,076

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支出について
95,730

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月　報酬の支出について
14,912,360

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 平成２９年３月　アルバイト賃金の支出について
2,503,111

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月　報酬の支出について
1,151,670
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 負担金、補助及交付金　負担金 特別支援学校の移管に伴う市費負担教職員（実習助手）の退職手当の負担にかかる経費の支出について
372,104,242

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 給与の支出について（３月追給分）
123,708

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 給与の支出について（３月追給分）
13,608

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 給与の支出について（３月追給分）
950

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
181,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
524,175

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 平成２９年３月６日実施　活用研究報告会における講師謝礼の支出について
31,290

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入の経費の支出について（２月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
48,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
1,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
155,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
179,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援サービス運用保守業務委託の経費の支出について（２月分）
673,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度　教職員人事給与事務に係るデータ入力業務委託（単価契約）の経費支出について（２月分）
224,016

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入の経費の支出について（２月分）
428,025

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（２月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
3,616

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の経費の支出について（２月分）
12,625

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会校務支援サービス業務委託の経費の支出について（２月分）
39,761,172

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続の経費の支出について（２月分）
513,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
1,443,103

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
166,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用東住吉特別支援学校端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
14,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入の経費の支出について（２月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等借入（長期継続）の経費の支出について（２月分）
4,157,863

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システムサーバ関係機器等借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
632,124

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用機器更新に伴うサーバ機器等長期借入の経費の支出について（２月分）
453,060

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入の経費の支出について（２月分）
29,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
604,541

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入の経費の支出について（２月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センターネットワーク統合用集約ファイアウォールサーバ装置等借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
155,239

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
13,396

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入の経費の支出について（２月分）
1,546,128

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等（増強分）借入（長期継続契約）の経費の支出について（２月分）
489,478

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（２月分）
485,931

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（２月分）
188,692

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（２月分）
203,767

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
111,102

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（２月分）
553,791

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
9,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（２月分）
195,085

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（２月分）
2,689,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（２月分）
2,859,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（２月分）
2,256,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（２月分）
2,443,069

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（２月分）
2,051,532

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
36,841
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教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
1,030,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（２月分）
317,390

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（２月分）
121,808

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
45,748

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（２月分）
107,597

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
5,424

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（２月分）
308,409

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（２月分）
116,495

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ１）（２月分）
1,347,630

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式長期借入（平成25年度整備分）の経費の支出について（２月分）
20,094

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ４）（２月分）
1,550,555

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ５）（２月分）
1,736,282

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
424,438

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ２）（２月分）
1,175,779

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ３）（２月分）
1,510,167

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 給与の支出について（３月追給分）
118,939

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 給与の支出について（３月追給分）
13,083

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
170,106

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式借入（長期継続契約）の経費の支出について（グループ６）（２月分）
1,578,215

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 統合認証システムハウジングサービス業務委託　長期継続の経費の支出について（２月分）
206,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会eLTAX用パソコン等機器一式長期借入及び同経費の支出について（２月分）
6,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 校園ネットワーク業務システム用トナー外２点の購入並びに同経費の支出について
279,568

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 府費給与等口座振替支払い用データ伝送に係るパソコンサービス利用料金の支出について（２月分）
10,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について
15,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成２８年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）の実施並びに同経費の支出について
14,472

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
209,952

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用情報接続網利用にかかる通信回線料の経費支出について（２月分）
91,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービスの経費支出について（２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（２月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成28年度　教職員情報システム用専用回線使用料の経費支出について（２月分）
56,160

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用使用料の支出について（２月分）
484

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費支出について（２月分）
498,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等再借入経費の支出について（平成２９年２月分）
858,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用サーバ装置等再借入経費の支出について（平成２９年２月分）
85,212

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 校務支援ICT用接続回線料に係る経費支出について（２月分）
4,624,560

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
1,146,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
509,328

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成２８年度学校経営管理センター校園端末用通信回線料の経費支出について（２月分）
77,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（給与改定）の支出について
1,611,888

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
19,299,747

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
17,777,163

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
20,255

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
1,671,512

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 大阪府費教職員給与支給にかかるデータ伝送用回線使用料の経費の支出について（2月分）
5,842

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
1,474,373

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（給与改定）の支出について
387,284

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
70,708,823



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
20,502,744

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
292,190

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
502,610

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
14,659,825

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（給与改定）の支出について
59,002

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
22,366,311

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
243,870

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（給与改定）の支出について
7,722,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（３月分）の支出について
90,168,977

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　社会保険料 社会保険料（２月分）の支出について
44,722,018

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 社会保険料（２月分）の支出について
443,147

教育委員会事務局 給与・システム担当 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 社会保険料（２月分）の支出について
335,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこ指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 園児向け歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ぷう外（４～３月）の購読料の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,479,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「こどものとも年少版」購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄琴の購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ外購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
80,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 フローリング修理の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 消防設備改修工事の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
83,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 グランドピアノ等の調律の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の手数料の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 協同学習研修会にかかる講師謝礼の支出について
22,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会指導助言講師謝礼金の支出について
23,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
20,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援研究発表会　基調講演講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 公開研修会にかかる講師謝礼金の支出について
16,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業運営指導委員会講師料他の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際理解教育授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生授業公開にかかる講師謝礼金の支出について
21,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 読書活動・読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 流通経済科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
29,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内授業研修会にかかる講師謝礼金の支出について
18,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 メンター・メンティー研究授業にかかる講師謝礼金の支出について
21,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師謝礼の支出について
29,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師謝礼の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生講師謝礼金の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ラグビー体験指導に伴う講師謝礼金の支出について
22,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業講師謝礼の支出について
30,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
18,952
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要冊子印刷の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究のまとめ外印刷の支出について
374,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ２月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お話会（２／８）にかかる講師謝礼金の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 環境学習に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族楽器指導講師料の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育科活動の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／６　昔の道具体験　講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（１月分）の支出について
45,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 魚開き体験にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童教員合同勉強会にかかる講師謝礼金の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ディスコン講習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館開放支援にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　能楽体験講師謝礼の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課内実践講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 子ども理解のための教育相談・校内研修講師謝礼の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 車いすバスケットボール講習会講師謝礼の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動実施用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の暮らし体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／８　外国の文化を知ろう　講師謝礼の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 道徳教育推進にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽鑑賞にかかる講師謝礼の支出について
6,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年人権学習についての講話にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室実施にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 さをり織り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年昔体験（もち焼き）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２／６　昔の道具体験　講師謝礼の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ユニバーサルデザイン授業にかかる講師謝礼の支出について
8,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育課程内実践にかかる講師謝礼の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい学習（書に親しむ）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室にかかる講師料（２／１）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童教員合同勉強会にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童教員合同勉強会にかかる講師謝礼金の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「おはなし会」講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室にかかる講師料（２／２）の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校活性化推進事業　英語学習講師謝礼の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 絵本読み聞かせにかかる講師謝礼の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動実施用講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット　外購入の支出について
152,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル他の購入の支出について
53,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用伴奏集　外購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用食缶　外　購入の支出について
56,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイント式スノコ　購入の支出について
332,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックセット外　購入の支出について
23,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーセロハンほか購入の支出について
53,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
13,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
25,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地域体験学習にかかる生菓子代外（３／１）の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外購入の支出について
126,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
21,080,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動閉止装置　購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　外の購入の支出について
259,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジたわし購入の支出について
6,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚　購入の支出について
24,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンベニヤ外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ　外　購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
79,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新編新しい算数四下」外購入の支出について
68,481

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラ外購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外購入の支出について
34,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
213,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
73,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーランク購入の支出について
196,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育学習にかかる調理実習材料費（３／２）の支出について
9,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用モニタースピーカー　外　購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスチェア　他　購入の支出について
55,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　購入の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外の購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
136,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　購入の支出について
12,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス外購入の支出について
18,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電球型蛍光灯　他の支出について
21,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボード　外　購入の支出について
133,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用コンパス　外　の購入の支出について
66,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッテリー外購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターナイフ外購入の支出について
32,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスバーコードリーダー他購入の支出について
72,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナーユニット　購入の支出について
75,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
43,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー他購入の支出について
196,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル他購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「新一年生の手引」購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　他購入の支出について
80,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンセントレンジ台　外　購入の支出について
164,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他　購入の支出について
89,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外の購入の支出について
138,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ（ガスヒーポン）修繕部品購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
95,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板外購入の支出について
131,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ　外　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ２年生名札製造の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　他　購入の支出について
88,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
145,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱外購入の支出について
110,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大字用筆　他　購入の支出について
34,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　外　購入の支出について
69,500



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着マグネットシート　他　購入の支出について
47,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札（桜型）外１１点の購入の支出について
108,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外　購入の支出について
33,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ　外購入の支出について
142,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（四つ切り）外購入の支出について
42,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生物顕微鏡外購入の支出について
161,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　他　購入の支出について
81,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート購入の支出について
199,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日章旗購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　購入の支出について
19,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック段ボール外購入の支出について
68,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
78,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターファイル外購入の支出について
286,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性樹脂ワックス外購入の支出について
208,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク　外１点購入の支出について
233,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材ＤＶＤ「ＤＲＥＡＭ　Ｇｒｅｄｅ１」購入の支出について
2,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
63,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロア外購入の支出について
78,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽用五線白板購入の支出について
26,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール用ベース　外購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾外購入の支出について
132,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
43,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
388,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「研究紀要」の印刷の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備配線補修工事の支出について
94,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓漏水補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 移動式防球ネット補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室パン棚扉ガラス補修の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 階段滑り止め補修の支出について
199,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室　流し分岐水栓取替工事の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 舞台照明設置工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階音楽室ガラス入替工事の支出について
1,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ビオトープ前会所詰まり修理の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２～３階階段横壁漏水補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス破損部入替修繕工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂玄関扉網入ガラス取替補修の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 サッシ補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 放送回線短絡修理の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ブレーカー取替工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターフォン修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台袖幕修理の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇　修理の支出について
27,864
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 本校運動場　一輪車練習バー修理請負の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄琴修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラム式全自動洗濯機修理の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台幕（袖幕）修理の支出について
98,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＮＥＣノートＰＣ　修理の支出について
112,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
103,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼き物機修理の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子ステープラー修理の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　他　修理の支出について
99,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
41,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵取替修理の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
7,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
181,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用焼物機修理の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室シャワー混合栓取替え修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーデオン他修理の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ・洗濯機リサイクル料外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ　回収料　外の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学交通費（３／２）の支出について
11,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,849,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 太鼓運搬料の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生社会見学参加児童交通費（３／２）の支出について
13,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
395,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ・洗濯機リサイクル料外の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ　回収料　外の支出について
79,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整手数料の支出について
25,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 中庭花壇整備業務委託の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
51,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
63,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 廊下洗浄ワックス掛け業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 卒業遠足にかかる付添職員入場料の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
61,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 社会見学にかかる借上げバス代の支出について
62,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学籍簿用耐火金庫　購入の支出について
393,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用パーソナルコンピュータ購入の支出について
88,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　外購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校歌ボード　購入の支出について
98,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 多目的ひな段購入の支出について
334,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機の購入の支出について
87,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ　外　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー外購入の支出について
338,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
11,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おもしろ恐竜大集合」外購入の支出について
193,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アジアむかしばなし」外　購入の支出について
281,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書コミック版日本の歴史外購入の支出について
332,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「十二支のはじまり」外　購入の支出について
21,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「山のサバイバル」外　購入の支出について
384,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「滝平二郎の絵本」外購入の支出について
393,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓講習会講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器技術指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ピア・サポート活動教職員研修講師謝礼金の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生職業講話講師謝礼（１／１６実施分）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生職業講話講師謝礼（１／１６実施分）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育用講師謝礼金の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部の楽器技術指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平和教育実施にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年社会福祉学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
76,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＶアダプタ外購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「１４歳からの日本語の基本」外購入の支出について
70,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰　購入の支出について
54,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バットケース　外　購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フューザーユニット購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤの購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗剤詰替え　外　購入の支出について
45,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　他　購入の支出について
92,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼムクリップ　他　購入の支出について
24,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本「ユガンスン」購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,855,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェイスタオル　外　購入の支出について
311,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ購入の支出について
63,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　他購入の支出について
77,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスオーブンレンジ　他購入の支出について
3,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源タップ　購入の支出について
12,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　外購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三つ手ちりとり　外　購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
65,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤポータブル　購入の支出について
19,764
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパーパレット外購入の支出について
10,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語教室用図書「みんなの日本語初級」外購入の支出について
19,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒剤外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２口コンロ購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
104,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ外購入の支出について
89,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書情報ＣＤ　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター他購入の支出について
126,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動サンダー外購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール　外　購入の支出について
91,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にともなう苦土石灰外購入（３／１）の支出について
2,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ外購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェア　購入の支出について
340,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校音楽鑑賞用ＤＶＤ　外の支出について
123,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
203,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
7,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２９年度入学のしおり　印刷の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板張替補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３－２外側窓ガラス入替工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＨＤＭＩケーブル配線工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 地下ボイラー室漏水補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 裏門門扉塗装工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火戸補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室扉補修及び鍵の取付工事の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 調理室ガス湯沸器取付工事の支出について
42,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館４Ｆ３年１組教室外側窓ガラス補修の支出について
10,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修、取替え工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミキサー修理の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン室プリンタ修理の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
36,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ他）修理の支出について
143,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
3,866,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う簡易書留郵送料（３／２）の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
119,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書一部毛筆筆耕業務委託の支出について
26,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスオーブンレンジ　他購入の支出について
199,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ　他　購入の支出について
284,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台　外　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
92,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きみが世界を変えるなら」外　購入の支出について
358,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「深海生物大図鑑」　外　購入の支出について
383,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 漢字書体字典　他　購入の支出について
342,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
18,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第５回国語科特別講義講師謝礼金の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
111,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（１月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ダンス部　外部指導者講師料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ジュニアトレーナー育成講座講師料の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科１月分モデル謝礼の支出について
314,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
1,428,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木製丸椅子　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 風呂敷　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外購入の支出について
222,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード　他購入の支出について
243,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用問題集　思考力問題の研究外購入の支出について
45,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
126,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２４期生　国語科作品集の購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＩＣプログラマー購入の支出について
112,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両袖机他購入の支出について
189,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シルクスクリーン生地　購入の支出について
41,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
23,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 電源ケーブル取替え工事の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室照明器具取替の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学校へ合格通知送付（３／１）に伴う切手購入の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
440,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 保護者あて卒業式案内状送付用郵送料（３／１）の支出について
11,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
108,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
112,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両袖机他購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「〆切本」外の購入の支出について
41,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 事業資金（３月分）　　　　　　　　　　　の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 卵焼き器　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー購入の支出について
21,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ機外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
15,333
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マラカス　外　購入の支出について
6,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 すのこ　購入の支出について
88,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 水槽用上部フィルター購入の支出について
28,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルキーボード外　購入の支出について
42,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　他購入の支出について
64,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 机上台　購入の支出について
13,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館放送設備補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床鳴り補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消火水槽漏水補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １号館２階教頭室間仕切改修工事の支出について
316,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館２階和室窓ガラス入替工事の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ６年学習室教室床張り替え工事の支出について
696,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋設給水管漏水補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食棟鉄扉戸当たり補修の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下棟雨漏り補修工事の支出について
648,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階多目的トイレリモコンリレー補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部排水管詰り清掃修理工事の支出について
252,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
20,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 家庭科室・講堂　ガラス入替　補修工事の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館２階ベランダ漏水補修工事の支出について
421,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 送配電線路実習設備の修繕の支出について
720,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２号館１階廊下窓ガラス　外　取替工事の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中央館１階調理室裏ガス管迂回工事の支出について
230,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽漏水補修工事の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎４階廊下天井ＥＸＰ部漏水補修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北門改修工事の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館２階機械科職員室出入口扉取替工事の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水配管漏水修繕工事の支出について
133,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４号館３階放送室校内ＴＶ放送配線修繕工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子トイレ天井漏水補修工事の支出について
322,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 多目的室入口扉ガラス補修の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
311,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋設管漏水補修工事の支出について
529,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分電盤修繕工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室陥没部床補修工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外灯操作盤補修工事の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟東側消火水槽塗装工事の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館活動室電気配線等修繕工事の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室床面補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校庭整備工事の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂既設アルミ建具補修工事の支出について
38,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上消火補充水槽配管修繕工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グランド防球ネット取替え補修工事の支出について
456,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北館４階第１学習室改修工事の支出について
110,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 クラブハウスコンセント増設工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 生徒部室ＬＥＤベースライト増設工事の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 アルミ面格子取付補修工事の支出について
50,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 屋内用　エバーマット　他の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 変調器購入の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
130,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セフティーマット　購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 テーブル購入の支出について
117,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育教材用画用紙外購入の支出について
29,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
16,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブックカバー　外　購入の支出について
95,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 自動火災報知設備受信機バッテリー購入の支出について
17,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
3,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他　の購入の支出について
155,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカートリッジ外購入の支出について
11,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 封筒印刷の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙　購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ用三脚　他購入の支出について
9,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル塩分計購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 がんばる先生支援　研究会発表資料　印刷の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会資料製本の支出について
130,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表資料印刷の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 社会科　都道府県調査礼状送付用切手代（３／３）の支出について
6,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 がんばる先生支援作成教材送付にともなう郵送料の支出について
12,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 西区幼小連携音楽交流会にかかる会場使用料の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計　外　購入　の支出について
134,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科研究図書「１００マス計算習熟」外購入の支出について
97,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 映像データーベース小学校国語　購入の支出について
210,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット固定台　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
66,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教育心理検査用アンケート用紙購入の支出について
121,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水書用筆外　購入の支出について
97,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外５点購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ベニア外購入の支出について
67,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクの購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携ほか　購入の支出について
69,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームプレート外購入の支出について
85,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布型冷却材　他購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッヂボール　外　購入の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
122,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソッチマ　外　購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸イス　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル　購入の支出について
153,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールラック購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕテスト診断用紙外購入の支出について
109,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切り画用紙外購入の支出について
192,290
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導標識（片側）外２点　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明カラーラベル　外２点購入の支出について
23,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
11,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ外購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
40,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語教育用プリント　外　購入の支出について
16,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン外購入の支出について
130,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
87,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤーの購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスディスプレイアダプタ―購入の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　外購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター用カートリッジ購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用紙外購入の支出について
44,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 映写用マグネットシート他の購入の支出について
47,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機用替刃　外　購入の支出について
54,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸イス購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カウンタークロス外購入の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
43,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 公印　購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶プロジェクター外購入の支出について
47,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　外購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー大玉　外　購入の支出について
177,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
13,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作はさみ他購入の支出について
36,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
234,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーの購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
48,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアマット外の購入の支出について
104,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
167,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボードマーカー用インクカートリッジ購入の支出について
12,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気炊飯器　他　購入の支出について
144,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末用スタンド購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体　外購入の支出について
73,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
280,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
70,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用金属板セット　外２点購入の支出について
77,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドウェイト　購入の支出について
37,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアの修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理にかかる経費の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機受台他修理の支出について
133,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遠赤外線ヒーター修理の支出について
79,704
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター修理の支出について
139,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理外の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
27,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　網戸張替の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ自動水栓修理の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 多目的室ガスヒーポン室内機修理の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気裁断機の修理の支出について
114,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用椅子張り替え修理の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
90,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機　修理の支出について
19,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫　修理の支出について
25,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室金庫鍵修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室　オルガン修理　の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学５年生参加児童交通費（３／３）の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／３）の支出について
30,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料　外の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 電動裁断機修理外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 Ｑ－Ｕテスト診断にかかる業務委託の支出について
202,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
42,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西区幼少連携音楽交流会にかかる会場使用料の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西区幼小連携音楽交流会にかかる会場使用料の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用カウンター購入の支出について
294,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラー大玉　外　購入の支出について
91,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
139,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスオルガン及びビブラフォン購入の支出について
272,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機　外購入の支出について
115,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 映写用マグネットシート他の購入の支出について
151,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
343,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 握力計　外　購入　の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器購入にかかる経費の支出について
200,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 まな板・包丁収納庫購入にかかる経費の支出について
127,062
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計　購入の支出について
194,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用の図書　総合百科事典全１２巻外購入の支出について
305,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ムーミンのおはなし絵本」外購入の支出について
14,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よこしまくん」外購入の支出について
266,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ミクロワールド大図鑑」外購入の支出について
63,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「妖怪遊園地」外購入の支出について
106,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　山のいのち　外６３点購入の支出について
338,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「やなせメルヘン名作集」外購入の支出について
148,717

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼちぼちいこか」外購入の支出について
77,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「きれいですごい鳥」外　購入の支出について
133,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
109,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「平和を考える戦争遺物」外　購入の支出について
124,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　電気が一番わかる本　外購入の支出について
78,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
362,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラバーカップ外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス管　外　購入の支出について
180,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　購入の支出について
12,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水酸化バリウム　他購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外購入の支出について
72,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール他購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ひび・あかぎれ軟膏外購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ニス　外　購入の支出について
55,879

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　外購入の支出について
172,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオンつい立て外購入の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外　購入の支出について
92,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ板　他購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他購入の支出について
90,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアスタンド　外購入の支出について
38,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 煮沸消毒器購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用暗幕　購入の支出について
25,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外　購入の支出について
37,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１７吹奏楽コンクール課題曲ⅠⅡ楽譜外購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
24,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外購入の支出について
338,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー他購入の支出について
45,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い固形石鹸　外　購入の支出について
28,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　外　購入の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作業テーブル購入の支出について
87,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボール外購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用ドラムカートリッジ購入の支出について
106,633
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークケース　他購入の支出について
68,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機　修理の支出について
67,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 被服室前面・背面黒板張替補修の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員トイレ照明器具　修理の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送（３月２日）の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路指導用に係るレターパック他購入（３月２日）の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄回収運搬料　外の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄回収運搬料　外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 １年校外学習にかかる付添教職員施設使用料の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けプロジェクター外購入の支出について
285,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スネアスタンド　外購入の支出について
236,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンつい立て外購入の支出について
205,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファーベット　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガラス管　外　購入の支出について
53,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 壁掛けプロジェクター外購入の支出について
427,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 入退場門製造の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プールサイド用マット　購入の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ギネス世界記録２０１７」他購入の支出について
379,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コンビニ人間」外購入の支出について
194,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印影印刷の支出について
5,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会生徒入館料の支出について
89,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＣＯＬＯＲＳ」他　購入の支出について
162,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 図書室用スツール購入の支出について
166,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
55,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電卓購入の支出について
5,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボックス購入の支出について
8,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 筆算説明板　購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 川砂　外購入の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グローブ　外　購入の支出について
196,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 超強力マグネットフックの購入の支出について
11,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン用収納カート　購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外の購入の支出について
34,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 漏水による園児用飲料水外の支出について
8,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「おはなしだいすき」外１件購入の支出について
24,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
625,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会指導助言に伴う講師謝礼金の支出について
6,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学び合い」を活用した児童会活動の研修会の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 地域学習にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＧＢＥＬ協議会講師謝礼の支出について
19,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業特別授業講師料の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 園内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
15,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科学習指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
55,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ミーティングチェア購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙Ａ４　他　の購入にかかる経費の支出について
259,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレイヤー他購入の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 おはじきの購入の支出について
532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 掲示板の購入の支出について
35,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 譜面台　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 「第３回授ＵＤカレッジ」参加費の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 泊を伴う行事に関する指導員への講師謝礼の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化についての学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講師による課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １・３年生　異文化に親しむ学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 視覚障がい者との交流にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験（昔遊び体験）にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習にかかる講師謝礼金（４年２月）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 伝統文化についての学習講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験（昔遊び体験）にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年手話体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業にかかる講師謝礼の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育（課内実践）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ダンス指導における講師謝礼の支出について
132,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３、４年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
9,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業にかかる講師謝礼金の支出について
13,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化の体験学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験（昔遊び体験）にかかる講師料の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀ランプ　他購入の支出について
13,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握り玉錠購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドレーキ他購入の支出について
63,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
114,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童机天板補修用板購入の支出について
101,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
188,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス他の購入の支出について
95,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室プリンター用ドラムカートリッジ購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歩数計の購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他購入の支出について
232,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用ノートパソコン　他購入の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムヘラスプーン　ほか　購入の支出について
42,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤーの購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
92,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　他　購入の支出について
72,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木炭　他　購入の支出について
13,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リボン外購入の支出について
55,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジＣ　外購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
123,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
161,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「たくさんのふしぎ」９～３月購読料の支出について
4,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏外６点の購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
151,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「おかあさんの目」外　購入の支出について
366,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育指導用バスケットボール外購入の支出について
57,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　外　購入の支出について
31,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
79,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用書籍「動物ふしぎ発見」　他購入の支出について
47,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール名札　購入の支出について
29,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」４月～３月号　外購入の支出について
17,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアニカ用パイプ　他購入の支出について
46,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ付モップ用替スポンジ外購入の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙（八ツ切）外１９点の購入の支出について
196,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター他購入の支出について
82,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外購入の支出について
59,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書指導書購入の支出について
136,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
218,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
23,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フリスビー　購入の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他購入の支出について
21,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在箒、外購入の支出について
119,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パン鋏み外購入の支出について
73,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務椅子購入の支出について
372,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「食育フォーラム」外年間購読冊子　購入の支出について
17,172
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　外購入の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書の購入にかかる経費の支出について
13,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス　外購入の支出について
73,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアスクリーン購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン購入の支出について
238,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角パイプ　外購入の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホウ砂外購入の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石けん外購入の支出について
27,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ他購入の支出について
92,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　他購入の支出について
232,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
40,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「かがくのとも」４月号～３月号外の支出について
80,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電光表示器の購入の支出について
173,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式生垣バリカン外の購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エナメル線　外　購入の支出について
81,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り塗料外購入の支出について
118,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
140,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯科用綿棒　外購入の支出について
39,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
37,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボウル外購入の支出について
74,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クレイ粘土外購入の支出について
18,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイヤマット外の購入の支出について
288,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外の購入の支出について
107,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 肥料散布機購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
76,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動水栓購入の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
13,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
79,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮棒外購入の支出について
24,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力計　他　の購入にかかる経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型プリンター用インク　他　の購入の支出について
278,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性刷毛外購入の支出について
78,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガスコンロの購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール用固定器具購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽陶土　外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 営繕作業用ペンキ外購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート黒板外　購入の支出について
114,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ購入の支出について
199,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術（４月～３月）　購読の支出について
65,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 事務用封筒　外購入の支出について
57,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチレンボード他購入の支出について
28,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用ランプ購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイント式マット購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 双眼実体顕微鏡　他　購入の支出について
131,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土板、他購入の支出について
39,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
226,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアニカ吹き口ほか購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピードラダー外購入の支出について
75,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫「一休さん」外購入の支出について
13,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
164,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 寒肥購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　他　の購入の支出について
182,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書室ガスＨＰ不良による修理の支出について
25,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ラベルライターの修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニバットテフロン再加工修理の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スピーカー修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室スライサー修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小太鼓修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター補修の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機障害修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 小型湯沸し器修理の支出について
161,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他楽器修理の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
54,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 管理作業員室及び事務室扉の鍵の交換の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
55,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機修理の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ブラウン管テレビ　家電リサイクル料・回収料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／６）の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（３／６）の支出について
9,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機廃棄にかかるリサイクル料他の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル処理手数料運搬料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／６）の支出について
8,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,101,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラインド清掃の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機廃棄にかかるリサイクル料他の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,384
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 三角鉄棒　撤去の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル処理手数料運搬料の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
17,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家庭科室ミシン保守点検の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブラウン管テレビ　家電リサイクル料・回収料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕業務の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書手数料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
11,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕手数料の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫委託の支出について
18,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
79,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
56,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床及び舞台の清掃ワックス掛け業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝・会所・排水管清掃業務委託の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童用アンケート診断業務委託の支出について
202,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラー跳び箱購入の支出について
190,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モノクロレーザープリンター他購入の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式生垣バリカン外の購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 粉砕機　購入の支出について
255,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力計　他　の購入にかかる経費の支出について
94,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンカーテンの購入にかかる経費の支出について
105,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター用ノートパソコン　他購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットシート黒板外　購入の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
6,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「小学新国語辞典」他購入の支出について
355,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「歴史漫画サバイバルシリーズ」購入の支出について
16,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「明日のカルタ」外購入の支出について
263,395

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「花火の図鑑」の購入の支出について
1,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「いのちのはな」外の購入の支出について
337,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育講習受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体重計　外　購入の支出について
185,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マジックバルーン外購入の支出について
9,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インターフェーススイッチャー　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）の購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用ドレッシングオイル購入の支出について
34,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセット　購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルノコ用替刃　外購入の支出について
34,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用ソフト外購入の支出について
118,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 地図黒板ほか購入の支出について
269,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール外購入の支出について
99,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバルクリーナー外購入の支出について
50,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　外の購入の支出について
95,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット　外　購入の支出について
31,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用学習書籍「地球市民の人権教育」外購入の支出について
12,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防火シャッター蓄電池購入の支出について
27,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機替刃外購入の支出について
139,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープほか　購入の支出について
19,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用水書板ほか教科指導用消耗品購入の支出について
73,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マジック　他　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ光源装置外購入の支出について
254,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洋紙やすり外購入の支出について
125,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
120,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アングルインパクトドライバー購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールの購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミンスポンジ外の購入の支出について
70,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　購入の支出について
41,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸購入の支出について
12,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
389,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ステンレス網戸補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 冷蔵庫修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンターの修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 調理室ＧＨＰ修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,250,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公立学校一般選抜調査書送付に伴う郵便切手購入の支出について
18,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 車イスの運搬の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 包丁研ぎ代の支出について
16,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 花壇整備業務委託の支出について
94,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
61,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール　外購入の支出について
184,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テントの購入の支出について
162,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コントラバス弓　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式整理棚外１点の購入の支出について
176,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミーティングテーブル　購入の支出について
234,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
180,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器購入の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小説　君の名は。」外　購入の支出について
268,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「金の空想科学読本」外購入の支出について
324,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「えんとつ町のプペル」外購入の支出について
292,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「雲の王」外購入の支出について
198,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月特別講座分）の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（１月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１２月特別講座分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（１月分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易ＰＡシステム　外購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳教材ＤＶＤ「聲の形」外購入の支出について
45,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器　外　買入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理用プラグＧ３－Ｄ２購入の支出について
1,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン作動不良のため複合回線断線工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版印刷機の修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸器修理の支出について
3,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
15,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 顕微鏡　対物レンズ修理の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
492,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 はさみ・包丁の刃研ぎの支出について
24,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 マラソン大会にかかる施設使用料の支出について
62,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 大型バス　借上げの支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 仕上サンダ購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動えんぴつ削り購入の支出について
17,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 だしかご　外購入の支出について
268,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー外購入の支出について
141,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 川砂　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 銅枠付水温計購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 多層指導モデムＭＩＭ外購入の支出について
84,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 日本地図　外　購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール購入の支出について
52,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ　外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西館２階３階男女トイレブース補修工事の支出について
421,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ２階男子便所漏水補修工事の支出について
849,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ボタン電話設備補修工事の支出について
345,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎３階４年３組教室天井漏水補修工事の支出について
514,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 壁掛け扇風機設置工事の支出について
281,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 座卓の購入の支出について
43,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 たたみシート購入にかかる経費の支出について
27,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ジャンボブロック購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ホールモップ（本体）外の購入にかかる費用の支出について
28,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本みみちゃん絵本外４～３月分購読料の支出について
26,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ビッグサイエンス３～４月分購読料の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＨＤビデオカメラ外購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
6,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
16,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊健４月号～３月号の購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 教師用指導書「保育とカリキュラム４月」他購入の支出について
11,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 捺印器購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん（４～３月号）の購入の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
8,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
7,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
100,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクフィルムの購入の支出について
9,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
4,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援にかかる講師謝礼の支出について
29,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科公開授業にかかる講師謝礼金の支出について
14,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 体育科研修会における講師謝礼金の支出について
21,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国語科授業研究研修会に係る講師謝礼金の支出について
22,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
98,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学級用図書「資質・能力理論編」外　購入　の支出について
21,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ購入の支出について
44,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 台車外の購入の支出について
40,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ステンレスチェーン外の購入の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 社会科学習「森林を守る人々」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 近くの国の文化とふれあう活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室の講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育の授業にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 能楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
25,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび学習の指導にかかる講師謝礼金の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年陶芸指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「これだけは知っておきたい体育の基本」購入の支出について
12,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
68,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　ほか　の購入の支出について
74,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子　購入の支出について
165,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「新しい国語二下」外　購入の支出について
103,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ポット　購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール他購入の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン外購入の支出について
96,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製しゃもじ他購入の支出について
197,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
23,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
16,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団　外購入の支出について
53,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
879,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「新しい国語１年」外購入の支出について
289,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
19,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型タイマー　外４点購入の支出について
64,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 西館ＧＨＰ室内機基板部品購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
285,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター　購入の支出について
61,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土　外購入の支出について
11,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材提示装置購入の支出について
384,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き粉購入の支出について
17,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
943,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット外購入の支出について
183,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
35,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドウエイト購入の支出について
61,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスタワシ　外　購入の支出について
121,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防犯ブザー　外　購入の支出について
68,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用コンロの購入の支出について
23,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テピョンソほか　購入の支出について
48,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター交換用ランプ　購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舞踊扇　の購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ外購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
737,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面太鼓セット外購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
74,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁他購入の支出について
17,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクワゴン　購入の支出について
208,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「あたらしいこくご１上」外の購入の支出について
34,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリームクレンザー　外　購入の支出について
12,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外　購入の支出について
151,632
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール　外　購入の支出について
87,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
167,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
92,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
514,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援用教材「多層指導用ＭＩＭ」購入の支出について
33,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
207,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナ合板外購入の支出について
70,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
30,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童学習文庫等少年少女日本の歴史他購入の支出について
43,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
488,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
2,469,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダートレーニングロープ　外　購入の支出について
100,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車外購入の支出について
153,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオアンプ　外購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プク外購入の支出について
251,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用　プレパラート　購入の支出について
46,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙４切外７点の購入の支出について
68,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル運搬車　外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓奏用パイプ外購入の支出について
146,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター、インク購入の支出について
99,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語３上」研究編外購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
91,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　の　購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
925,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布ふきん、外購入の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外購入の支出について
1,191,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
907,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
34,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用純正インク外の購入の支出について
212,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
263,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 みょうばん　外　購入の支出について
84,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長机　購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
979,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書（１年学級増分）購入の支出について
115,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
297,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
297,519

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボード購入の支出について
145,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階廊下窓ガラス補修工事の支出について
4,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 生き生き教室天井ボード補修工事の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板張替工事の支出について
116,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３階廊下壁面塗装工事の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱頭部帆布張替修理外の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰリモコン修理の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フロッピーオルガン修理の支出について
25,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用冷凍冷蔵庫　修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
39,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール補修の支出について
357,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤ヒーター修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 パソコン室建具鍵部分修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる児童交通費（３／７）の支出について
15,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機外　リサイクル回収料　外の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 屋外用バスケットゴール運搬の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる参加児童交通費（２年）の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・冷蔵庫　リサイクル料　外の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 高所監視カメラ調整手数料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機外　リサイクル回収料　外の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・冷蔵庫　リサイクル料　外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 漢字検定受検料の支出について
344,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆毫の支出について
17,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 花壇整備・整地、あじさい移植業務委託の支出について
343,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 標準学力調査業務委託の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ガラス窓清掃業務委託の支出について
153,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 尿石取り業務委託の支出について
77,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 児童アンケートｈｙｐｅｒＱ－Ｕ実施業務委託の支出について
184,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 手洗い場研磨作業　外　業務委託の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
94,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
344,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両面太鼓セット外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
147,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　Ｂ４判購入の支出について
247,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル運搬車　外購入の支出について
52,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
453,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ステレオアンプ　外購入の支出について
114,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動アシスト機付自転車購入の支出について
328,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「学習まんが世界名作館」外　購入の支出について
103,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書「怪談図書館」外５０点購入の支出について
373,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「新漢字辞典」外購入の支出について
388,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポレポレ日記」　外　購入の支出について
11,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書（火の鳥　外）購入の支出について
231,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「幽霊塔」外購入の支出について
77,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「幽霊魚」　外　購入の支出について
58,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ＷＯＮＤＥＲ」外　購入の支出について
103,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界の名作」外　購入の支出について
72,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まほうのれいぞうこ」他購入の支出について
6,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ニコラスどこいってたの？」他購入の支出について
145,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
642,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こころのほんばこ」外購入の支出について
145,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 看護師出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 看護師出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 板材（コンパネ）　外　の購入の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 非常放送用バッテリー購入の支出について
62,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
205,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
255,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
543,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ　外　購入の支出について
55,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板掲示用タイマー時計　購入の支出について
68,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギタースタンドの購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外購入の支出について
264,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
201,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳外製造の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカーの購入の支出について
19,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ購入の支出について
30,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
269,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
280,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
1,134,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
624,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
295,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館モップ外体育科及びクラブ用物品購入の支出について
247,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」Ｈ２８年４月～Ｈ２９年３月購読料の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用クロス購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
37,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス他購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
622,944
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外の購入の支出について
229,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テコンドー胴着　外　の購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用書籍「大阪　地名の由来を歩く」外購入の支出について
63,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
174,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用図書「中学英語さきどりワーク」外購入の支出について
13,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
630,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硫黄、他購入の支出について
113,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体他購入の支出について
123,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
291,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球ボールほか購入の支出について
234,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダーの購入の支出について
28,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用石灰　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
17,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
66,063

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ムービーケーブルほか購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 敷地内　外灯・ポール式時計塗装工事の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラスアクリル板取替修繕の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 習熟３教室窓ガラス割替工事の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機の修理の支出について
43,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機の修理の支出について
44,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクターの修理の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備（チャイム不鳴）修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノート型パソコン　修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 生物顕微鏡外修理の支出について
23,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外時計修理の支出について
215,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 公立高校宛３年生調査書郵送料（３／６）の支出について
23,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料等送付に伴う郵便切手購入（３月６日）の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連合作品展作品搬送費の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・冷蔵庫・テレビリサイクル料　外の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・冷蔵庫・テレビリサイクル料　外の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 民族衣装クリーニング処理手数料の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の作成にかかる筆耕　業務委託の支出について
17,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 地図黒板購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 実験用気体他購入の支出について
196,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども博物誌動物のくらし」外購入の支出について
351,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「コンビニ人間」外購入の支出について
199,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「生徒手帳」の製造の支出について
120,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワン合板購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 全自動洗濯機他購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　外　買入の支出について
396,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他購入の支出について
53,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務部ガスヒーポン修理用部品購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイディスクプレーヤー　外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
12,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「生徒証」印刷外の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「全国大学数学入試問題詳解」外購入の支出について
19,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 競技ボート用オール他購入の支出について
399,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ズームレンズ　他購入の支出について
97,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯外購入の支出について
84,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムユニット外購入の支出について
116,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
50,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバスショルダーバッグ　購入の支出について
12,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
476,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー他購入の支出について
157,669

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＥＴスプレー瓶外購入の支出について
58,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム（Ａ５判）外購入の支出について
63,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光シート　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
172,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 天井直付型４０形ＬＥＤ照明器具購入の支出について
193,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パソコンソフト　購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 裸圧着端子　外購入の支出について
11,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
173,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
56,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
170,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
160,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アセトン（研究実験用）外購入の支出について
11,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
10,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
15,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
25,633

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー外購入の支出について
4,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙外購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ①　外購入の支出について
20,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「生徒証」印刷外の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用加湿器修理の支出について
34,333

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 入試関係書類受領書送付用切手買入（３／６）の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 耐寒訓練用物品運送料の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
40,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 加湿空気清浄機購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイディスクプレーヤー　外購入の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機他購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ソフトボール　外　購入の支出について
72,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクシェルフ　購入の支出について
56,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プロジェクター台　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トイレ用スリッパ　購入の支出について
12,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スリッパ（ＬＬ教室用）　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デスクマット　他購入の支出について
19,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
11,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 会議テーブルの購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マイクバルター　外　購入の支出について
14,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 シューズボックス購入の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 物置購入の支出について
36,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １－４教室外扉取替え補修工事の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ５号館西側外壁漏水補修工事の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明器具補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕工事の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え補修工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 １年１組教室背面掲示板設置工事の支出について
102,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 更衣室改修工事の支出について
576,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 収納棚　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　冷蔵庫購入の支出について
61,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックス　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 遊戯室蛍光灯器具及び配線交換工事の支出について
167,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式テントの購入の支出について
121,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
80,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パワーポインター外の購入の支出について
31,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーン　購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 紙ふうせん外の購入の支出について
16,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コピー用紙外の購入の支出について
33,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 名入抗菌スリッパ購入の支出について
117,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレット台　外　購入の支出について
162,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 学校ＰＲ用タブレット型パソコン　買入の支出について
212,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　備品修繕料 クレイオーブン修理の支出について
43,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「大人も読みたいこども歳時記」購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室の床板　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸かし器の購入の支出について
38,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用感熱紙購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（校章入り）製造の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
232,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粕他購入の支出について
55,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 韓紙外購入の支出について
107,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ外購入の支出について
35,035

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台外購入の支出について
9,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
374,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアケース　購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スギ材　外　購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜つまみ購入の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゃべつ苗外購入の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動にかかる材料（３／８実施）購入の支出について
4,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安定器　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業を祝う会にかかる材料購入費（３／７）の支出について
5,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ外購入の支出について
75,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　他　の購入にかかる経費の支出について
28,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　他　購入の支出について
60,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットプレート購入の支出について
52,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
253,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長縄　外　購入の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄器購入の支出について
265,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おもり購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品「ミキサー」外の購入の支出について
31,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋内用掲示板　他　購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーケース外　購入の支出について
84,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　他購入の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塩化ビニールパイプ　他　購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字筆　他　購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャネットシート他購入の支出について
64,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
62,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　購入の支出について
195,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
68,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「国語１上研究編」外購入の支出について
70,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知菅外購入の支出について
144,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オージオメータ用ソフトケース外購入の支出について
21,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンダードバトン他購入の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包帯　外　購入の支出について
125,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
53,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用手袋外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書指導用ＣＤ購入の支出について
116,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科書「国語１」外購入の支出について
14,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
70,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下埋込照明補修工事の支出について
49,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎４階６年１組教室窓ガラス修理工事の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 池壁面部漏水補修工事の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事（教室一枚）の支出について
10,530
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水塩化ビニル管取替修繕の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気（コンセント取替）工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠配線補修工事の支出について
25,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス入れ替えの支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ　修理の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
84,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ソーラー時計修理の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用屋外冷蔵庫修理調整の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用パソコン修理の支出について
18,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,875,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委託の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮亳業務の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度　卒業証書揮毫料の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
54,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 韓国朝鮮の民族文化にふれる公演会業務委託の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
69,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
75,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
62,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ用ソフトケース外購入の支出について
122,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ　購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 踏切板運搬車　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏鉄琴外購入の支出について
199,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マット購入の支出について
93,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長縄　外　購入の支出について
45,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台外購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動２穴穿孔機購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もうぬげない」外購入の支出について
230,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のアート図鑑」他購入の支出について
202,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 用図書『見たい！知りたい！たくさんの仕事』外購入支出について
202,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ひともじえほん」外購入の支出について
144,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用　電波式壁掛け時計　外　購入の支出について
99,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス　他　購入の支出について
11,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール、他購入の支出について
133,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語２」外　購入の支出について
48,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード　外　購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー　外　購入の支出について
39,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　外購入の支出について
309,555
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外購入の支出について
199,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンド型プランター　他購入の支出について
32,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 数学科パソコンソフト　購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽室ＧＨＰ修繕部品の購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用バーコード外購入の支出について
28,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性サインペン外購入の支出について
25,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　外購入の支出について
70,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「群青（混声３部版）」ほか購入の支出について
12,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
41,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルカリ９Ｖ乾電池ほか購入の支出について
21,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け金具　購入の支出について
129,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキー帳購入の支出について
46,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインカッター　外購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コートハンガー　外購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか　購入の支出について
21,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
5,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト外の購入の支出について
22,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 室名札購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 丸目皿アミ外購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャングほか購入の支出について
50,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下側ガラス入替え補修工事の支出について
1,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １－３廊下側窓ガラス外入替の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（ピッコロ外）修理の支出について
66,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット　修理の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
2,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機　修理の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,271,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
34,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
29,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書筆耕料の支出について
38,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピアノ購入の支出について
125,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
250,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメーター　購入の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コートハンガー　外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ポケットポプラディア」外購入の支出について
38,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「あと少し、もう少し」他購入の支出について
396,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アバタ―」外の購入の支出について
157,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザー加工機用加工ヘッド購入の支出について
12,884
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライターカートリッジ外購入の支出について
55,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 汚水取り用床ノズル　外　購入の支出について
58,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
53,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
86,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追録「産業教育関係執務提要」買入の支出について
9,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき用平具金具付スペア　外　買入の支出について
105,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機外購入の支出について
51,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌剤「ゼオライト銀」購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス購入の支出について
31,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ再生機他の購入の支出について
163,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 非常放送設備修理の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 電話使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
141,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成の筆耕翻訳料の支出について
48,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 現像廃液処理業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 高木剪定作業委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 進路用パーソナルコンピュータ　買入の支出について
186,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 汚水取り用床ノズル　外　購入の支出について
104,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボールネット外購入の支出について
178,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オルガン用椅子購入の支出について
166,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鉛筆削器購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 テニスラケット外の購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 充電式懐中電灯　購入の支出について
4,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 タイマー購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管補修工事の支出について
35,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場排水不良補修工事の支出について
945,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設給水管漏水補修工事の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 高架水槽通気口修繕工事の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部埋設給水管外漏水補修工事の支出について
520,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床補修工事の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室流し台配管補修工事の支出について
766,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館照明昇降装置修理工事の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室　排水管補修工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口ドアのガラス交換の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 インクジェットプリンター購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ　買入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型収集保管庫　購入の支出について
137,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テニスラケット外の購入の支出について
138,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 運動遊具（ジャンピングバニー）購入の支出について
5,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ｈｆ蛍光管の購入の支出について
16,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「スーパーワイドずかん」外１件購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
77,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブルの購入の支出について
8,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 メモリーカード購入の支出について
19,564
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ外購入の支出について
187,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ　他　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物品棚　購入の支出について
153,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実物投影機外購入の支出について
121,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器　購入の支出について
26,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外４点　購入の支出について
53,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
83,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリン他の購入の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石付黒板外購入の支出について
335,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 基本ブロック外購入の支出について
27,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器購入の支出について
56,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オフィスチェア購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーコードリーダー外購入の支出について
181,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式丸鋸　他購入の支出について
58,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ外　購入の支出について
57,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック　外　購入の支出について
156,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布マスカーテープ外購入の支出について
65,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液外購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上スライド丸ノコ　購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長ぐつ　外　購入の支出について
96,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル外購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用マット購入の支出について
22,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスたわし　他　購入の支出について
74,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気マルノコ　購入の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術外（５月～３月号）購入の支出について
81,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高温用スポンジパットホルダー外購入の支出について
63,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ｉＰａｄ用プリペイドカード購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室購読料（５月～３月分）の支出について
8,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ清掃用長靴購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 問題練習外９点の購入の支出について
326,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場用ポイント外購入の支出について
165,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外　購入の支出について
99,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洋折釘　ほかの購入の支出について
37,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機（ＧＨＰ）部品購入の支出について
32,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「かがくのとも」外購読（５～３月分）の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育学習にかかる調理実習材料費（３／９）の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
189,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　他　購入の支出について
28,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動原稿送り装置　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用消石灰　購入の支出について
26,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロール紙の購入の支出について
24,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ファイル外購入の支出について
117,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語デジタル学習ソフト外購入の支出について
101,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット外購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
72,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンほか　購入の支出について
40,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛筆習字下敷き購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜木蓋他７点購入の支出について
42,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナーカートリッジほか　購入の支出について
85,121

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕部品購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 反復横跳び用マット他購入の支出について
86,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　他購入の支出について
51,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機替刃購入の支出について
87,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシンの購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床油外購入の支出について
126,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー（苗）の購入の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　他購入の支出について
28,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外購入の支出について
50,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリアほか　購入の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレート他の購入の支出について
21,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗　外　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タグベルト購入の支出について
25,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動ドリル外購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大太鼓　外購入の支出について
217,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー　購入の支出について
10,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
78,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　他　購入の支出について
33,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスライター　外　購入の支出について
43,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンビネーションマット、他購入の支出について
94,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換アダプタ　外購入の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外　購入の支出について
140,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん外購入の支出について
54,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あやとりひも外購入の支出について
16,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外　購入の支出について
108,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 研究推進用図書の購入の支出について
9,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エクササイズボール外購入の支出について
28,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレン購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」購読料（４～３月分）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　外　購入の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講の支出について
2,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 民族学級卒業証書印刷の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 北館自動火災報知機修繕の支出について
20,477
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 業務用焼物機　修理の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 通用門錠取替補修の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外　修理の支出について
57,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー修理の支出について
78,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用ボイラー修理の支出について
32,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 舞台幕修理の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂内控室扉ドアノブ錠修繕の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動用ＰＡシステム修理の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器保管庫修理の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理用回転釜修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗浄機修理の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　電動缶切機修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル運搬費　外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学参加児童交通費及び使用料（３／９）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収運搬料外の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費（３／９）の支出について
10,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル運搬費　外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律にかかる手数料の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律外の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収運搬料外の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律請負の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律にかかる手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕　業務の支出について
11,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
10,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕代の支出について
8,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
8,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
4,131
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝土砂上げ清掃作業業務委託の支出について
275,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「いのちのふれ合い授業」業務委託の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 吹奏楽演奏業務委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館床面ワックス掛け作業業務委託の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添職員使用料（３／９）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学付添教職員入場料（３／９）の支出について
800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学参加児童交通費及び使用料（３／９）の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
298,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器　購入の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
238,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掲示板　購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ保護パネル外購入の支出について
100,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バーコードリーダー外購入の支出について
118,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンビネーションマット、他購入の支出について
63,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視聴覚機器接続用ノートブック型パソコン　購入の支出について
133,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式インパクトドライバ購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴール（一対）購入の支出について
116,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 講堂用レクチャーアンプ購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機購入の支出について
398,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
94,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮台購入の支出について
121,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ハロウィンナー」ほか購入の支出について
339,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本海の詩」外購入の支出について
256,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かんたん手芸」外の購入の支出について
40,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書人物なぞとき日本の歴史外購入の支出について
92,155

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「アヤカシさん」外　購入の支出について
155,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「新装版・科学のアルバム」外購入の支出について
112,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「三びきのこぶた」外購入の支出について
40,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「妖怪横丁」外購入の支出について
87,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「えほんセット」外購入の支出について
338,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばあそびえほん」外購入の支出について
370,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　心をはぐくむ小学校劇外購入の支出について
52,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「改訂版世界の国旗図鑑」外購入の支出について
25,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習受講の支出について
8,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
91,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生用名札製造の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用アルコール除菌剤　他　購入の支出について
31,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機用バッテリー購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベスト　ほか　購入の支出について
91,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス金網　他　購入の支出について
30,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「小さな生命の詩」外　購入の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランタースタンド　外　購入の支出について
16,048
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　他　購入の支出について
217,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ外購入の支出について
93,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外の購入の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外　購入の支出について
118,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器の購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マガジンラック　購入の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育科　シャトルコック　購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾スタンド　外　購入の支出について
63,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 性教育用ＤＶＤソフト購入の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「恋」外購入の支出について
17,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカークリニック購読料（６～３月分）の支出について
8,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メガホン購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー＆レーザーペーパーの購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動彫刻刀研ぎ機　購入の支出について
37,757

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子用台車購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー外購入の支出について
56,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤、他購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リスニング用ＣＤ外　購入の支出について
26,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　購入の支出について
39,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸　替刃　他購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 銅鑼外購入の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　購入の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道具　甲手ほか購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
87,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　他　購入の支出について
39,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
198,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用フロアオイル　外購入の支出について
116,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホン　外　購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンタクトレンズ用目薬外　購入の支出について
24,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床（木目）用ワックス　外　の購入の支出について
95,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光チョーク外の購入の支出について
68,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 円盤　購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書揮毫業務及び公印印影印刷の支出について
4,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替補修工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門くぐり戸扉補修の支出について
92,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ユーフォニウム修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フレキハードル外修理の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務及び公印印影印刷の支出について
11,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
23,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
30,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段　購入の支出について
183,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 銅鑼外購入の支出について
130,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外の購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折り畳み式アルミリヤカー　購入の支出について
127,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ワンダー」外購入の支出について
238,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ＡＢＣ！曙第二中学校」外購入の支出について
284,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『１５歳の志願兵』　他　購入の支出について
372,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 硬式テニスネット外の購入の支出について
130,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドミキサー外購入の支出について
66,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン書庫　外　購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動バリカン他の購入経費の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レジスターの購入の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー他購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーションの購入の支出について
253,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けポータブルハードデスク　外購入の支出について
48,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アナログミキサー　外　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定器用ＤＰＤ錠剤　他の購入の支出について
87,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙他の購入の支出について
23,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター　外購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　消防設備士受験直前対策第４・７類　外購入の支出について
74,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子式直線ミシンの購入の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
84,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オイルヒーター購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接ワイヤー　外購入の支出について
33,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報の印刷の支出について
17,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 図書館報　印刷の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関ホール鏡撤去工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 漏電補修工事の支出について
19,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 床洗浄機　修理の支出について
114,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 狂言用扇修理の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる揮毫の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
30,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型ごみ保管庫の購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 進路用パソコンの購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機　購入の支出について
271,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　外購入の支出について
94,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ミライの授業」外購入の支出について
108,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「水族館ガール３」外購入の支出について
325,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
234,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教師用コンパス　の購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電卓　外購入の支出について
3,031
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 保管庫　外　購入の支出について
43,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 そろばん購入の支出について
41,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジャンピングボード　外　購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 工作粘土板の購入の支出について
15,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
30,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パンチ　外　購入の支出について
33,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 自転車　外購入の支出について
74,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ジャム・バター入れ　ほか　購入の支出について
295,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー外購入の支出について
134,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＡＶ分配器　外　購入の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生用肥料　購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　卵焼き器　外　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室スイッチ取替補修工事の支出について
60,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
48,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 錠前取替工事の支出について
99,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 階段滑り止め補修工事の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 観賞池給排水補修工事の支出について
263,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館４階廊下側窓廻り漏水工事の支出について
49,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール　購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚　購入の支出について
62,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＡＶ分配器　外　購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 空間除菌剤（二酸化塩素発生剤）外の購入の支出について
42,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊サンチャイルド４～３月号　購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年間購読　学研ぴっかり他２冊　購入の支出について
12,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 成型サンダル　購入の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
135,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年少クラス絵本の購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本スタンド　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌スーパーワイドずかん４月～３月号購入の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 プールサイドテント張替工事の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名等の揮毫の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
5,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
3,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 中国語辞典外購入の支出について
74,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＳＤＸＣメモリーカードの購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 カードリーダー　他購入の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターインク外の購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 竹馬の購入の支出について
17,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
46,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボード外　購入の支出について
60,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「環境と共生する暮らし」外　購入の支出について
47,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 カードリーダー　他購入の支出について
67,608
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点用ペン他購入の支出について
118,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
37,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手提げ袋　外　購入の支出について
41,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テストプリント１年国語　外　購入の支出について
174,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット用セーフティマット　購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 彫塑粘土購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン専用椅子購入の支出について
328,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　他購入の支出について
299,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓あき封筒　他　購入の支出について
20,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード用イレーザー外購入の支出について
23,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 煮沸消毒器用洗浄バスケット他購入の支出について
87,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体採取器外購入の支出について
204,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
2,761,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用紙　外購入の支出について
96,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木琴カバー　外の購入の支出について
64,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」購入の支出について
8,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
70,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒　外　購入の支出について
66,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース定期購読料（３～４月分）の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外購入の支出について
240,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
69,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　外　購入の支出について
196,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール整理カゴ　外購入の支出について
264,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラブ活動（生け花）実施に伴う花束購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語２年上教科書　外購入の支出について
33,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター用フィルター　外２点購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居外購入の支出について
36,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
168,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品　購入の支出について
79,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジカセ　外の購入の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール　外　購入の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
87,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ショベル外購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
109,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白板イレーザー　外　購入の支出について
94,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙（八つ切）の購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外購入の支出について
91,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他　購入の支出について
205,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　ほか購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校行事用　スリッパ　購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　ほかの購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 傷薬　外　購入の支出について
14,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　国語　研究編　１上　外購入の支出について
142,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
72,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽室空調機修理部品　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ外購入の支出について
166,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給湯器購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
171,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語カードゲーム　外１点購入の支出について
47,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー輪切盤　購入の支出について
91,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
41,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け時計　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップ外購入の支出について
51,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬外購入の支出について
142,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用てこ外購入の支出について
57,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ－Ｒ購入の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロン手袋外購入の支出について
84,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
16,377,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階トイレスイッチ配線補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 シヤッター補修工事の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階男子便所洋式大便器詰り修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火ポンプ電気室漏電補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎３階男子トイレ自動水栓補修工事の支出について
13,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 事務室　照明器具補修工事の支出について
15,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３年２組窓ガラス補修　工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 正門門扉補修工事の支出について
128,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階トイレ照明器具取替工事の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 消火補給水槽不良修理の支出について
101,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員更衣室スイッチ補修工事の支出について
11,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別教室インターホン移設工事の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡廊下ガラス　入替補修の支出について
37,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 埋め込み止水栓ボックス　修繕工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
11,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＧＨＰ修理の支出について
46,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
100,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ　リサイクル料　他の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費・入館料（３／１０）の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業遠足にかかる参加児童交通費の支出について
9,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 断裁機調整手数料の支出について
50,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ　リサイクル料　他の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコンリサイクル料　外の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
26,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務料の支出について
6,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
15,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
27,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
7,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる児童交通費・入館料（３／１０）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 煮沸消毒器用洗浄バスケット他購入の支出について
75,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給湯器購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教師用オルガン　購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ダクト用換気扇　購入の支出について
54,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会テント　購入の支出について
148,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 保健室ベンチベッド購入の支出について
80,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機ロールペーパー外購入の支出について
323,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　のりもの新版　外の購入の支出について
309,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「童心社のおはなしえほん」外　購入の支出について
300,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の自動車工業」外の購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　「くまのパディントン」購入の支出について
13,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「王さまＡＢＣ」外購入の支出について
175,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤　外購入の支出について
281,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外　購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場側溝用　溝蓋　購入の支出について
299,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ外購入の支出について
66,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プク他購入の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小筆　外　購入の支出について
59,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 師用指導書「新しい数学１年朱書指導編」外の購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 演示用光学実験器外購入の支出について
356,076
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫ほか　購入の支出について
46,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルルーター購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノルティギ台購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床ワックス下地剤の購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直流電圧計　他購入の支出について
202,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード（発表ボード）ほか購入の支出について
46,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ソフト「漢検２級合格力」外購入の支出について
338,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
105,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
245,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけんねんど　購入の支出について
1,795

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「食と健康」外購入の支出について
260,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル外購入の支出について
342,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
1,066,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パンジー苗外購入の支出について
53,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
19,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吹奏楽コンクール課題曲購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土他購入の支出について
66,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用図書「面白くて眠れなくなる数学」外購入の支出について
11,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール購入の支出について
11,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「１年国語」外購入の支出について
204,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ　外　購入の支出について
29,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂エマルジョンペイントほか購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
36,555

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,004,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,400,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館普通教室外電気配線緊急補修工事の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 貯水設備（高置水槽）修繕の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入れ替え工事（分校）の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ランチルーム空調設備修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 第一音楽室平型ピアノ修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館１・４階男子便所　便器センサー修理の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンセント取替修理の支出について
13,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 物品運搬の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動紙折機購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段パーツセットほか　購入の支出について
283,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール書庫購入の支出について
51,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動自転車購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
296,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用書籍「星の王子さま」外購入の支出について
131,414
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ギネス世界記録２０１６」外購入の支出について
338,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
75,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　他購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
87,231

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
32,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カゴ台車　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　燃料費 レギュラーガソリン　購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（１月分）　　　　　　　　　　の支出について
14,622,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
348,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
32,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　他購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 手動鉛筆削器　２種　購入の支出について
10,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 防災用ホイッスル　外の購入の支出について
33,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 飼育ケース　購入の支出について
9,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　実験用滑車セット　外　購入の支出について
212,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マレット　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミニバットほかの購入の支出について
149,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 英語用四線黒板　外　購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 パンばさみ外購入の支出について
91,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キャスター付スチール棚　購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
112,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 おりたたみコンテナ購入の支出について
8,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 対局時計　購入の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎扉フロアヒンジ取替補修工事の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ネットフェンス補修工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関廻り擁壁及び外周細目柵塗装補修工事支出について
235,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓修繕工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上高架水槽及び水槽架台鉄骨塗装補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス設備修繕工事の支出について
21,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階管理作業員室扉補修工事の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関通用門丁番補修工事の支出について
169,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正面玄関漏水補修工事の支出について
999,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水緊急補修工事の支出について
390,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室前廊下照明器具設置工事の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス入替補修工事の支出について
59,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンセント及びブレーカ取替工事の支出について
12,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 換気扇取替補修工事の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口扉ガラス入れ替え修繕の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科準備室外水漏れ補修工事の支出について
46,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室照明回路絶縁不良改修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修（５－１教室）の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 被服室床コンセント補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 女子便所身障者ブース補修工事の支出について
124,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎階段室漏水補修工事の支出について
745,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 漏電及び屋外電線カバー補修工事の支出について
118,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガスヒートポンプ補修工事の支出について
301,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内テレビ放送補修工事の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
584,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 渡り廊下照明器具設置工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶ごっこ講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 波板外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,110,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガス器具修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級経営における教科指導の研修会の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
57,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 理科公開授業にかかる講師謝礼金の支出について
9,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
60,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 校内研修会講師謝礼金の支出について
42,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 インクルーシブ教育指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
44,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
4,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外の購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　外　購入の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
11,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 オリジナルＤＶＤ作成経費の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表用資料外　印刷の支出について
175,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
8,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 パソコン学習にかかる講師謝礼金の支出について
34,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 エンパワーメント授業に関する講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算教育に関わる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 環境学習に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活科体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別活動（お話会）に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 わら細工体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 エンパワーメント授業に関する講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（３年）にかかる講師謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 エンパワーメント授業に関する講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「６年地域の歴史に学ぶ」にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年　和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国の文化に触れる取組の講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔のくらしの様子」講話にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験活動　七輪体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習にかかる講師謝礼金の支出について
10,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数珠算教育に関わる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキの購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書小学生の地図帳　外購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル　外　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール他購入の支出について
102,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーインデックス　他　購入の支出について
70,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布リボン　外　購入の支出について
58,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱まな板　外　購入の支出について
182,685

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 （定期刊行物）健康教室　５月～３月　購入の支出について
8,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角膳外　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外　購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネームプレート購入の支出について
9,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
631,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　他　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
323,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
276,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
114,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　他　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
480,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用水銀灯　外　購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
494,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自尊感情育成に伴うパンジー苗外購入（３／１０）の支出について
12,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外購入の支出について
15,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱運搬車　外　購入の支出について
97,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板外購入の支出について
47,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
409,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
12,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品展示ポケット（横型）他購入の支出について
281,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル気体測定器購入の支出について
269,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 安全衛生教育「有機溶剤業務従事者」受講料の支出について
864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボードほか　購入の支出について
73,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気泡緩衝材　他　の購入の支出について
178,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
29,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外購入の支出について
257,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
297,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 和菓子材料費の購入の支出について
26,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　他　購入の支出について
32,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール用チェーン付ペグ購入の支出について
32,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
239,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
2,217,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター付スタンド外購入の支出について
59,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
804,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミタライ　外　購入の支出について
88,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末ＡＢＣ消火器購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型液晶テレビ外の購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
12,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管他購入の支出について
317,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
165,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス他購入の支出について
196,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器購入の支出について
40,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
67,249,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレフラッシュバルブ・ＦＣワン補修工事の支出について
136,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室窓用ブラインド修理の支出について
22,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴールのリモコン修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力検査器修理の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　屋外冷蔵庫修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給湯器取替補修の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 一槽シンク修理の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 地上デジタル放送修理の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄テレビ運搬費外の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 廃棄テレビ運搬費外の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 残土・瓦礫処理手数料の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
28,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫の支出について
9,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
38,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 剪定作業業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ユニバーサルスタジオジャパン付添職員入園料の支出について
32,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大型液晶テレビ外の購入の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
309,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル自動体重計外１点購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リクライニング式長いす購入の支出について
72,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
301,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャスター付スタンド外購入の支出について
339,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 低鉄棒購入の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外　購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
888,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クワガタクワジ物語」外購入の支出について
111,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ビルマの竪琴」外　購入の支出について
331,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書室用図書購入の支出について
703,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
1,300,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「発達と障害を考える本」外購入の支出について
52,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大人にはないしょだよ」外購入の支出について
228,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生教育「有機溶剤業務従事者」受講料の支出について
9,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 生徒の学習活動に関する講演用講師謝礼金の支出について
35,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読書講話（２／４）にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 吹奏楽部への楽器実技指導にかかる講師謝礼の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外部指導者招へい授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石除去剤　購入の支出について
51,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
58,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ空調機修理用部品の購入の支出について
165,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライバー　外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　購入の支出について
273,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　外　購入の支出について
34,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 袖なし給食衣　外　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　外　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 固形ワックス外購入の支出について
152,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
22,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ購入の支出について
24,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
101,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気湯沸器（電気ケトル）外　購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
304,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体外２点購入の支出について
9,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
361,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用フラッシュカード　外　購入の支出について
75,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器（取替設置作業含む）購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級文庫用「完全マスター中学英文法」外購入の支出について
14,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 国語科　掲示用のり付パネル　外　購入の支出について
64,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マーカーパッド外購入の支出について
10,476
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングテーブル　外購入の支出について
334,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他購入の支出について
84,925

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板購入の支出について
38,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチング　購入の支出について
315,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
291,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
257,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタディエイドＤ．Ｂ中学数学２０１６購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
133,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用トナーカトリッジ　外購入の支出について
50,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品購入の支出について
19,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外購入の支出について
261,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
111,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造請負の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ　外購入の支出について
79,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 人権教育用ＤＶＤ「かんからさんしん」　購入の支出について
30,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
1,315,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棒引き用削り丸太　外購入の支出について
103,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
25,973,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 消化水槽用フロート無スイッチ取替工事の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館バスケットゴール修理の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 シャッター修理の支出について
49,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 パーソナルコンピュータ回収料・廃棄手数料の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 高速回線使用料の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 パーソナルコンピュータ回収料・廃棄手数料の支出について
32,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
33,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
34,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
35,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
54,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に伴う筆耕翻訳料の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパー購入の支出について
908,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ケント紙　他購入の支出について
62,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
290,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 棒引き用削り丸太　外購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ外の購入の支出について
301,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「冒険の森へ」外　購入の支出について
360,238
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外購入の支出について
49,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 圧着ペンチ　他の購入の支出について
200,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ヘッジトリマ購入の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング床コート剤　外購入の支出について
56,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラー　外購入の支出について
156,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
44,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　アーク溶接等作業の安全　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
409,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 賞状印刷の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
9,774,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタルタイマー修理の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂ♭クラリネット外楽器修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 入学式の来賓案内用切手外（３／１０）購入の支出について
5,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西淀川スポーツセンター１月分利用料の支出について
86,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 圧着ペンチ　他の購入の支出について
73,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 「フレンチホルン」購入の支出について
203,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 フライパン　外購入の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 並型ビーカー　購入の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式黒板購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電卓購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボード用スタンド購入の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 消火器・消火栓ホース購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 食缶購入の支出について
22,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛時計外購入の支出について
17,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　中幕操作ロープ修理の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス回転釜移設工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 メラミン食器購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シール外の購入の支出について
13,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 樹脂ワックスの購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液体せっけん購入の支出について
4,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳外の購入の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プラスチック鉢外購入の支出について
8,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンター用インク　購入の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕依頼の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 日本と海外のピクトグラム講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　購入の支出について
31,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
4,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 児童会活動研究発表会資料の印刷の支出について
133,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表資料　印刷製本の支出について
397,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹幹用害虫防除薬剤　外購入の支出について
105,991
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー他の購入の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土の再生材購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダ購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン用ヘッドホン　購入の支出について
23,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか購入の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校用オルガン　外　購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気錠コントローラー外購入の支出について
51,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ購入の支出について
22,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチームアイロンの購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印外の購入の支出について
31,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチフィルム、他購入の支出について
153,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針　外　購入の支出について
181,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン　外の購入の支出について
343,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　外購入の支出について
108,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー百玉そろばん外購入の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査器外購入の支出について
26,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット購入の支出について
148,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車、他購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
32,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡用ミラー外購入の支出について
26,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット　１７２ｃｍ×２４１ｃｍ外購入の支出について
48,033

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックラックワゴン他購入の支出について
21,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミフレームホワイトボード外の購入の支出について
102,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外の購入の支出について
71,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー　外購入の支出について
71,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンチ　外　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアボール　外　購入の支出について
139,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸器購入の支出について
129,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
35,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台　他購入の支出について
36,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン用交換ケーブル外購入の支出について
222,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「小学書写　２年」　購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラ型名札外購入の支出について
75,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナープレート　他　購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面太鼓外購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
213,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ご飯しゃもじ外購入の支出について
49,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウオーターペン　購入の支出について
17,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン椅子購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライド丸のこ外　購入の支出について
60,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一輪車ラック（対面１０台掛け）外購入の支出について
79,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユンノリ　コマ　他購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット購入の支出について
366,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板外購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道管観察液　ほかの購入の支出について
112,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 葉刈鋏外購入の支出について
111,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー　購入の支出について
51,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語ＥＸテスト１学期外７件購入の支出について
324,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　購入の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あき包丁外購入の支出について
22,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用スニーカー外の購入の支出について
17,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙ほか購入の支出について
149,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ　他　購入の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 なかよし教室扉補修工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋上スピーカー修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スネアドラム修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱の帆布張替の支出について
61,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式バスケット台　修理の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 時計駆動機修理の支出について
17,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウインドチャイム修理外の支出について
150,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＦＭ送信機　修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気錠修理の支出について
38,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
30,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大型カラープリンター修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修繕の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機運搬の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる経費の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書への揮毫の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
7,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 吹奏楽演奏業務委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
313,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 のだふじ移植作業業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
40,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 屋上ドレン点検・清掃作業業務委託の支出について
51,840
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 組立式パイプテント購入の支出について
287,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 閲覧テーブル購入の支出について
111,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン　外　購入の支出について
310,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スライド丸のこ外　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力検査器外購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズボックス購入の支出について
369,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
259,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「一輪車にのろう」外　購入の支出について
23,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「てんぷらぴりぴり」外購入の支出について
318,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「動く図鑑ＭＯＶＥ」　外　購入の支出について
318,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
59,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もぐらバス」外　購入の支出について
256,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指揮棒ほか購入の支出について
37,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ用トナー購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　外　購入の支出について
31,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　印刷の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 棗外購入の支出について
13,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 工作用ポスターカラーほか実習用消耗品購入の支出について
118,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト　外　購入の支出について
61,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 セキュリティデスクケース購入の支出について
119,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　２」購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット　他　購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴールネット用フック外購入の支出について
19,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
82,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　外購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液他購入の支出について
48,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 排水金具部品　外　購入の支出について
182,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
295,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール外購入の支出について
138,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白木イーゼル　外　購入の支出について
153,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
297,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナ外の購入の支出について
37,994

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒液　他　購入の支出について
20,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター壁面取付金具購入の支出について
240,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップスペア　購入の支出について
28,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材　外　購入の支出について
39,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 幾何形立体模型　外　購入の支出について
167,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト　外　購入の支出について
43,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本（中学生の道徳１　他）購入の支出について
256,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 部室屋根波板交換補修の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防水３路スイッチ取替補修工事の支出について
11,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 金庫修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート他修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 マラソン大会実施に伴う物品運搬の支出について
12,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
18,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　浄書の支出について
21,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
12,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
80,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 排水金具部品　外　購入の支出について
46,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 石灰外購入の支出について
77,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 サッカーゴールネット用フック外購入の支出について
57,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルトサクソフォン購入の支出について
184,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 指揮棒ほか購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫購入の支出について
60,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 手指消毒液　他　購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
361,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
195,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書の購入の支出について
31,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 エアージップバッグの購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ購入の支出について
52,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＮＣマシニングセンター用ソフト　購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＶＶＦストリッパー他購入の支出について
96,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 紙おむつの購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ外　購入の支出について
83,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「ウイルスの不思議」他購入の支出について
95,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階男子トイレ照明リモコンリレー取替修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 映画鑑賞会職員入館料の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス湯沸器購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パーツキャビネット　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計外購入の支出について
14,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化学肥料購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 布製スリッパ購入の支出について
27,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 三脚、他購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 実用鍋購入の支出について
2,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室前給湯器給水管補修工事外の支出について
114,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階なかよし学級前廊下ガラス補修工事の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明装置の修繕（屋外　高所）の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　買入の支出について
199,994
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 ふれあいコンサート講師謝礼金の支出について
16,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「英語であそぼう」にかかる講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 セロテープ他の購入の支出について
13,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印の購入の支出について
11,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 紙芝居「やぎのパーティーおおさわぎ」外購入の支出について
17,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーポリ袋他購入の支出について
26,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援グループ研究発表会講師謝礼金の支出について
16,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 地域学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 読書活動・読み聞かせにかかる講師謝礼金の支出について
14,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 家庭科研究会講師謝礼の支出について
8,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 地域学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 流通経済科特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
15,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 子ども理解のための講演会講師謝礼（交通費含）の支出について
25,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大判インクジェットプリンター用紙　外　購入の支出について
196,327

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 指導書他の購入の支出について
15,703

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習スタンプ他購入の支出について
9,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 給食指導用手引き「給食指導ハンドブック」作成の支出について
248,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要の印刷・製本の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 クラブ活動研究集録の印刷の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究集録印刷の支出について
249,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 情報教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 情報教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年韓国・朝鮮の遊び体験学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 歌唱指導にかかる講師謝礼の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験にかかる講師謝礼金（２／１４）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 情報教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年生・４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 情報教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 えの森観察指導・講話講師謝礼金の支出について
27,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 公開授業研究会および講演会にかかる講師謝礼金の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」講師謝礼２／２０の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師謝礼の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育における講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会をつくるために」講師謝礼１／２６の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 手話講座に関わる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 情報教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 邦楽体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育科活動の講師謝礼の支出について
6,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族講話にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ブックトークに関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 リコーダー出前授業にかかる講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
231,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用黒板、外購入の支出について
70,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 待合用長いす　購入の支出について
38,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
734,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
853,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査器他の購入の支出について
244,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着剤付きシート　外の購入の支出について
248,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ポット　外購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
251,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉢植　の購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽指導用楽器外購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食室用耐熱ミトン外購入の支出について
42,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアシートの購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入にかかる経費の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース購入にかかる経費の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けん容器外購入の支出について
118,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンフレットスタンド外の購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
114,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落としマット　他購入の支出について
387,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 深型バットン外購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他購入の支出について
233,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　他購入の支出について
59,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　外５点購入の支出について
41,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ　購入の支出について
173,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
12,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土ほか　購入の支出について
238,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーレーザープリンター用トナー外の購入の支出について
274,579

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コーナークッション購入の支出について
34,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板他の購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ他の購入の支出について
355,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画鋲抜き外購入の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量油粘土　外　購入の支出について
279,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入　の支出について
82,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
70,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ専用椅子外　購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 先止め湯沸し器（取替費含む）購入の支出について
47,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ切替機　外　の購入の支出について
99,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
155,876
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＩＣレコーダー　購入の支出について
24,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
50,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツリーチャイム　外購入の支出について
27,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボルトクリッパー　外購入の支出について
77,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラソウ　購入の支出について
16,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙　外購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外購入の支出について
16,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
5,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　外　購入の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙　外　購入の支出について
88,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札（刺繍入り）１～６年購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
49,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札外購入の支出について
51,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 基本短冊黒板購入の支出について
77,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さすまた　外購入の支出について
108,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上木琴　購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸液外２点購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 着火ライター外購入の支出について
51,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホイッスルの購入の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ポンプ室壁面塗装工事の支出について
141,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 コンセント取替の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 現机椅子倉庫　教室　補修の支出について
382,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 特別支援学級畳補修工事の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食厨房室水栓漏水工事の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 中央トイレ土間排水通貫補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修繕の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 鉄扉補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室実験台の排水管漏水修繕工事の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
92,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修繕の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ボイラー修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル料　外の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄にかかるリサイクル料及び回収料の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄にかかるリサイクル料及び回収料の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル料　外の支出について
34,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
21,357
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
12,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に係る翻訳筆耕料の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
11,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
38,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕翻訳料の支出について
19,418

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ドリームマップ授業実施にともなう業務委託の支出について
283,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞ヒカリノアトリエ外公演業務委託の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラインテープ外購入の支出について
137,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気ポット　外購入の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 氏名ゴム印外購入の支出について
107,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 パンフレットスタンド外の購入の支出について
222,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品戸棚　購入の支出について
140,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力検査器他の購入の支出について
145,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長椅子　購入の支出について
72,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機　購入の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
238,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書　さんぱつやきょうこさん外購入の支出について
113,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書ルルとララのカップケーキ外購入の支出について
5,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　いちばんのーり　外　購入の支出について
14,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ざしきぼっこ」外購入の支出について
362,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「三銃士」　外購入の支出について
25,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　領土を考える　他　購入の支出について
181,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書科学のアルバム動物・鳥編　他の購入の支出について
335,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　星座の神話伝説大図鑑外購入の支出について
15,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話（２／１６）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の授業にかかる講師謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／１７実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の演奏、指導にかかる講師謝礼金の支出について
13,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話（２／１６）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の授業にかかる講師謝礼の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育研修会講師謝礼の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／１７実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の授業にかかる講師謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 民族体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 琴の授業にかかる講師謝礼の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 防災講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話（２／１６）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 看護師出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
396,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インク外購入の支出について
216,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移乗介助シート外購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスファンヒーター　購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールほか購入の支出について
291,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
439,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
36,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　他　購入の支出について
92,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン　外　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノルティギ　外購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
79,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用ボール整理かご外購入の支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デイスポ舌圧子外の購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
446,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外　購入の支出について
68,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「フォスター名歌のすべて」外購入の支出について
28,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床油　外の購入の支出について
12,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
233,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英検予想問題ドリル外購入の支出について
57,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 いっきに極める算数①　外　購入の支出について
49,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみチェア　購入の支出について
61,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙外購入の支出について
91,281

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット　外　購入の支出について
313,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭き用スポンジワイパーの購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯器具取替補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールポンプ補修工事の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 オーボエ　外　修理の支出について
112,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
93,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 エレキギター外修理の支出について
21,060
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ及びアップライトピアノ調律手数料の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
44,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
32,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 キャリア教育支援授業業務委託の支出について
94,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
73,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 薬品庫の購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
275,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 応接セット購入の支出について
177,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　ビブリオバトルハンドブック外購入の支出について
312,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「水族館ガール」他　購入の支出について
140,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「坂の上の図書館」ほか　購入の支出について
52,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月特別講座分）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ生徒研究発表会」にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ生徒研究発表会」にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（２月分）の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ生徒研究発表会」にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ生徒研究発表会」にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「ＳＳＨ生徒研究発表会」にかかる講師謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 「２年普通科総合学習」にかかる講師謝礼金の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
68,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
62,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤　外　購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
78,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外５点購入の支出について
64,681

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 数学指導用ソフト　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 時代がわかる日本地図２０１７他購入経費の支出について
5,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 複合機用トナー外購入の支出について
315,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト天秤　外　購入の支出について
59,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（１月分）　　　　　　　　　の支出について
27,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「ムービー世界史１巻」外　購入の支出について
55,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 美術複製古筆「石山切伊勢集」外購入の支出について
96,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙他買入の支出について
26,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書生徒名等揮毫料　外の支出について
4,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 テニスコート横植込み植栽抜根工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 食堂前照明器具補修工事の支出について
165,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 商業実践室エアコン室内機修理の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 包丁外１点刃研ぎ処理手数料の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書生徒名等揮毫料　外の支出について
31,030
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 時代がわかる日本地図２０１７他購入経費の支出について
77,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 クラリネット　外　購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 時計　外　購入の支出について
15,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トレーナーカゴ外購入の支出について
66,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スネアドラム外購入の支出について
27,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 グランドピアノフルカバー購入の支出について
38,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 移動式作業台　外購入の支出について
92,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 黒板用英単語カード　購入の支出について
233,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 敷き布団　外購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 サッカーボール外購入の支出について
175,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館東倉庫・西倉庫漏水補修工事の支出について
405,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調用冷凍機廃止工事の支出について
702,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館カーテンレール補修工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井雨漏りによる補修工事の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイド土間・周囲コーキング補修工事の支出について
276,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館天井漏水補修工事の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階国際理解教室窓ガラス補修の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎男子トイレ節水器補修工事の支出について
91,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
74,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 クラリネット　外　購入の支出について
326,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ぞうきん用ハンガー購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 手洗い用液体石鹸購入の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 歩行者ワッペン（記入式）購入の支出について
4,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸の土　購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 冷蔵庫購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンタートナー購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年間購読ワンダーランド他２冊　購入の支出について
14,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外４点の購入について
17,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
8,089

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 プレイルームスピーカー不鳴修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 プリンター修理（ＰＸ１００１）の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料・運搬料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料・運搬料の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 角型２号封筒　の購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム購入の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タッグ名札購入の支出について
5,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
9,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外１点購入の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
8,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンターラック外購入の支出について
170,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究資料「小学校家庭科授業づくり」外　購入の支出について
69,192
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤシリーズ映像でみる人権の歴史購入の支出について
33,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書「心をはぐくむ小学校劇」外購入の支出について
33,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会資料印刷製本の支出について
74,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会用資料の印刷製本の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白熱球購入の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
93,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸かし器　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下駄箱購入の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
77,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作品袋　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
69,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,214

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子レンジ　外　購入の支出について
242,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
79,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日よけカーテン外購入の支出について
280,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
283,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
67,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
64,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転式円形書架　購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタ―スクリーン　他　の購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外の購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
31,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外の購入の支出について
15,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レッドカーペット外購入の支出について
385,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
230,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外４点の購入について
2,275,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
206,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラの苗　外の購入の支出について
20,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
5,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外４点の購入について
69,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーバトン　他　購入の支出について
239,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙他購入の支出について
310,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス刷毛　他購入の支出について
170,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール用ボール　購入の支出について
7,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
40,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード（脚付）購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき　他　購入の支出について
168,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 横型ブラインド　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
294,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書　の購入の支出について
10,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　外　購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立て他購入の支出について
94,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外１点購入の支出について
1,949,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転式草取器購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 板書ステップ外購入の支出について
161,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん　外の購入の支出について
223,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活科ボード　外　購入の支出について
65,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
62,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾かけ外購入の支出について
65,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とび箱運搬車外購入の支出について
165,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 完熟腐葉土　他　の購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター外購入の支出について
26,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 観察ボード　ほかの購入の支出について
79,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣　外購入の支出について
71,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,297,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機排水ホース外の支出について
1,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
11,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新２年用児童名札製造の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外　購入の支出について
197,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
425,261

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 機械動力燃料用のガソリンの購入（３／１６）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
65,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階男子トイレ扉、３階教室扉補修工事の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西館教室天井電燈器具取替配線工事の支出について
19,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フランス落とし取替補修工事の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 自動水栓修理の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
23,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物器修理の支出について
19,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理　請負の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫　修理の支出について
49,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＦＡＸ修理の支出について
21,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子オルガン修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレスイッチ修理の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸ネット取替補修の支出について
69,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動ステープラ修理の支出について
9,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育倉庫シャッター鍵修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル運搬料外の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機処分運搬料外の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機処分運搬料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律経費の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル運搬料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,576
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
30,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
20,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 観点別学力到達度採点診断業務委託の支出について
107,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルレコーダー　購入の支出について
84,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 歯鏡外の購入の支出について
109,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル体重計購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
151,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガス給湯器購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 板書ステップ外購入の支出について
82,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 回転式円形書架　購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルミキサーアンプ購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋内エバーマット購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板殺菌保管庫　購入の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視聴覚機器用ＰＣ　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機排水ホース外の支出について
136,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
399,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ購入の支出について
149,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「金のニワトリ」他購入の支出について
72,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 館用図書「てのひらむかしばなし」外購入の支出について
284,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「寿命図鑑」外の購入の支出について
42,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　しずくちゃんＡセット他購入の支出について
43,813

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙ほか　購入の支出について
41,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
621,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
553,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外４点の購入について
49,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の培養土　他　購入の支出について
28,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水平器ほか購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外４点の購入について
460,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 張り子のり　外　購入の支出について
40,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白布の購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
133,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱手袋　外　購入の支出について
40,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導書購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語ピクチャーカード購入の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバルマレット外購入の支出について
151,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース外購入の支出について
18,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク　外　購入の支出について
245,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット、他購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 制服　外　購入の支出について
36,450
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳制作の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記録タイマーテープ外購入の支出について
173,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスルほか購入の支出について
229,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙外　購入の支出について
163,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンタ購入の支出について
23,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール　外購入の支出について
50,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール、他購入の支出について
281,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机外購入の支出について
86,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター、他購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
45,381

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外１点購入の支出について
1,202,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
43,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
83,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ　購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パレット外購入の支出について
130,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 技術室用工作椅子　購入の支出について
145,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 時間割作成ソフト　外購入の支出について
150,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加熱用試験管他購入の支出について
56,613

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
78,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
223,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
54,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 写真焼付けの支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室廊下側窓ガラス入替え補修工事の支出について
4,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室手洗い排水トラップ修繕の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替え修繕の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット外修理の支出について
356,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 卒業式礼状入学式案内送付に伴う郵送料（３／１６の支出について
8,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検調整手数料の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
41,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
25,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
26,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
21,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
43,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
71,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掲示板　外購入の支出について
286,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱購入の支出について
139,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラグビーボール外購入の支出について
122,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スポットライト購入の支出について
251,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）　購入の支出について
204,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夜行」外購入の支出について
290,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書『夢の名作レシピ』外購入の支出について
157,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アンマーと僕ら」ほか購入の支出について
250,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「田中舘愛橘ものがたり」外購入の支出について
36,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「塩の街」外購入の支出について
210,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外１点購入の支出について
483,278

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
23,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
77,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
157,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ外の購入の支出について
47,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
9,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ウィルス対策ソフトの購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
157,739

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「生野工髙新聞」印刷の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書揮毫料　他の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
324,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 パネルソー　修理の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 生徒の成績関係書類送付（３／１５）用切手購入の支出について
12,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料　他の支出について
22,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター他購入の支出について
237,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「よるもばけもの」外の購入の支出について
62,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 ２０１６年度　教員研修サポート講座受講料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 用箋挟他購入の支出について
26,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 遮眼子　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＰＥ蓋付バット外　購入の支出について
122,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザー複合機購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター補修工事の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管詰まり修繕工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館１階東側男子職員トイレ漏水補修工事の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブロック塀及び門扉塗装工事の支出について
527,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備及び誘導灯修繕の支出について
57,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋没給水管漏水補修工事の支出について
251,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門倉庫窓ガラス取替補修工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え補修工事の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 画板整理棚購入の支出について
146,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
34,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
39,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
38,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
15,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階遊戯室　窓戸当りゴム交換補修工事の支出について
216,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ２階トイレ床水漏れ修繕及び塗装工事の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育修了証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 拡声器外購入の支出について
138,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表にかかる講師謝礼金の支出について
13,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
31,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学び合い」を活用した学級運営の研修会の支出について
11,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級経営における学級遊び活用の研修会の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 成果発表会指導助言講師謝礼金の支出について
11,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学び合い」の発表に向けた研修会の支出について
7,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 子ども理解のための講演会講師謝礼（交通費含）の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究・研修会（講演会）講師謝礼金の支出について
21,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
23,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 キャリア教育講演会講師謝礼の支出について
22,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学級活動の研究活動推進にかかる講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 園内研修会にかかる講師謝礼金の支出について
17,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 Ｄ型リングファイル外購入の支出について
7,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙他購入の支出について
72,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 メンコ　購入の支出について
8,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
36,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 造形展作品運搬の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 生活総合機能改善機器借入経費の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
17,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 造園体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 朝鮮の遊び教室にかかる講師謝礼金（２／２０）の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習にかかる講師謝礼金の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師料の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数科学習（２／１３）算盤講習　講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「昔あそび」活動にかかる講師謝礼の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科特別授業講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 雅楽体験学習にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 雅楽体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年ストレスマネジメント教育講師謝礼の支出について
14,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 造園体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合的な学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講習会にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 戦争体験講話にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮文化講習会にかかる講師謝礼の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語体験学習にかかる講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 福祉教育指導（障害者について）講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせの会にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算教室にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小松わくわく教室にかかる報償金の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
56,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書に親しむ体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育指導研修会にかかる講師謝礼金の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習にかかる講師謝礼（１月分）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「２年けん玉名人」講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業会（２／１３）用講師謝礼金の支出について
19,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年「盲導犬のはたらき」の学習の講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「近くの国の文化を知る集い」講師謝礼金の支出について
17,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生スキー遠足指導員講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民舞体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導講師料の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 陶芸教室にかかる講師謝礼金の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちの授業にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語授業にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（４年）にかかる講師謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年茶道体験指導にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 障がいをのりこえ絵を描く画家の講話の講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年林業体験にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動の講師謝礼金　（３年）の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 いのちふれ合い授業講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 筝曲体験にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔遊び体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業用講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣ロッカー外購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単色折り紙　外　購入の支出について
203,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パーテーション購入の支出について
39,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
213,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,047,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
94,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外の購入の支出について
47,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
22,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板　外　購入の支出について
101,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造業務請負の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
945,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンガ　他　購入の支出について
247,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
1,689,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習プリント　購入の支出について
394,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
10,454
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光水銀ランプ　外　購入の支出について
188,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
33,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
31,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙整理棚　外　購入の支出について
48,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末消火器　外購入の支出について
56,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り塗料他の購入の支出について
116,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外購入の支出について
43,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ものさしセット他購入の支出について
125,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
119,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計模型外購入の支出について
52,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸他購入の支出について
57,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
319,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
7,386,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器外購入の支出について
96,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 振動ドリル購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用栄養白板と食品カード購入の支出について
41,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
98,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
27,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黒土購入の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計　外　購入の支出について
139,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンブロック教材　外購入の支出について
61,302

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンイチュ外４点の購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器外購入の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
166,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
661,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用白衣外購入の支出について
206,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食フードスライサー用輪切プレート購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机外購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロックセット　外購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
113,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
182,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん外購入の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インサイドワゴン外購入の支出について
198,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火器購入の支出について
8,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印（大）購入の支出について
14,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 えのもり文庫用図書「たべもの」外購入の支出について
85,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室窓用カーテン（１６教室）購入の支出について
373,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読み書き計算プリント小学１年生　外　購入の支出について
7,419

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤他購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土他購入の支出について
63,875



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
680,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
289,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室調理台補修工事の支出について
80,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 廊下ドアガラス入替の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育倉庫屋根塗装工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレブース補修工事の支出について
61,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠シークレットスイッチ取付工事の支出について
66,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５年２組教室窓ガラス補修工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室・校長室ガス空調機修理の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修　工事の支出について
4,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階廊下壁面塗装補修工事の支出について
163,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西門戸車取替工事の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂分電盤修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎窓ガラス入替補修工事の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 立奏用木琴修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
61,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵取替修理の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボンゴ修理の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機　修理の支出について
112,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＤＶＤレコーダー修理の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる参加児童交通費（３／１７）の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（３／１７）の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
22,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
12,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫　の支出について
990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
10,454

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
11,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 特別教室ワックス塗布業務委託の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フラップ式スタッキングテーブル購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブロックセット　外購入の支出について
64,830
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
299,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 インサイドワゴン外購入の支出について
80,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンガ　他　購入の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡声器外購入の支出について
276,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビ外購入の支出について
279,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 画用紙整理棚　外　購入の支出について
71,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
16,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「こども孫子の兵法」外　購入の支出について
154,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「のりもの２０００」外購入の支出について
222,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
69,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ビックブック　スイミー」外購入の支出について
105,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 いのちの学習　講師謝礼の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会講師謝礼金の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 環境学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 英語検定二次試験対策講師謝礼金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育講話（２／２０）講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 読み語り活動実技講習会講師謝礼金の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話（２／１６）にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年人権学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ふれあい総合学習講師謝礼の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 進路講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
305,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性樹脂絵の具　他　購入の支出について
58,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エアダスターほか事務用等消耗品購入の支出について
89,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
43,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントスノコ外購入の支出について
315,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
152,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印購入の支出について
29,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 次年度用生徒手帳製造の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
4,004,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
22,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 社会科補助教材用教科書「中学生の歴史」購入の支出について
34,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「サガ・キャンディダ」外購入の支出について
45,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
340,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
863,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料用刷毛　外　購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽器　外の購入の支出について
40,284
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バルブオイル　外　購入の支出について
108,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー　外購入の支出について
303,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ２」購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
5,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 放電式記録タイマー用記録紙　外　購入の支出について
55,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
679,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
44,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボビンボックスほか購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
103,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外　購入の支出について
46,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器外購入の支出について
19,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「２０１７年度課題曲」外購入の支出について
66,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂ならし（レーキ・木製）外購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子キーボード外　購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ　外　購入の支出について
48,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーパーシャツ　購入の支出について
26,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
153,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
623,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター修理の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年３組教室窓ガラス入替補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット外）修理の支出について
137,265

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　外　楽器修理の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律費の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
12,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
36,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定　業務委託の支出について
330,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去研磨清掃業務委託の支出について
297,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外　購入の支出について
228,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 印刷機　購入の支出について
373,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子キーボード外　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 読書記録機器購入の支出について
2,095,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「パワーアップ吹奏楽」外購入の支出について
247,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『ミライの授業』　外　購入の支出について
381,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「帰郷」　外購入の支出について
395,737

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
43,308
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳　印刷の支出について
102,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆外購入の支出について
61,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳の製造の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
244,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保存用卒業アルバム購入の支出について
16,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 標準外側マイクロメータ①　外購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子　購入の支出について
367,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校誌「鶴翔」印刷の支出について
11,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 床洗浄・ワックス塗布作業にかかる業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 製氷機購入の支出について
140,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 講堂用長椅子購入の支出について
9,188,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　　テニス用フェンス外購入の支出について
97,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 温度・湿度計購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器外購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 拡声器購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
55,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ購入の支出について
49,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 プリンター外購入の支出について
18,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 目土他購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 組立式フットサルゴールセット外購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 閉校記念リーフレット印刷の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第１・第２情報処理室ＰＣ配線工事の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂入口ガラス入れ替え工事の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室水漏れ水栓取替補修工事の支出について
79,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替及びガス漏れ修繕の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 テレビ受信不良修理の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科室排水管補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 第３情報処理室システム用サーバー改修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
161,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科準備室ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレーボール支柱プレート補修工事の支出について
92,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－Ｉフィルター補修工事の支出について
238,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 校内インターホン増設　工事の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集会用テント　購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 琴購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　テニス用フェンス外購入の支出について
200,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 徳用おりがみ他購入の支出について
56,135

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本の読み語り　講師料の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 園児向け歌唱指導講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 「絵本の読み聞かせ」にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 お茶遊びにかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼうの講師謝礼の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 サッカー指導講師謝礼金の支出について
8,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年少おたより帳　他１点の購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外購入の支出について
18,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 成型サンダル（子供用）　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 四つ切色画用紙　外８件の購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 子供用男子トイレ取替え工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 国旗ポールロープの補修の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 人形劇実施における人形使用料の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語教育講師謝礼金の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会生活・総合分科会の謝礼の支出について
19,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学教授による講演に係る講師謝礼の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 音楽公開授業及び研修会に伴う講師謝礼金の支出について
18,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 クラブ活動部総合研究発表会にかかる講師謝礼金の支出について
17,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 視聴覚教育報告会講師料の支出について
29,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生事業教員研修実施にかかる講師謝礼金の支出について
21,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 生活指導にかかる講演講師謝礼金の支出について
8,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 大学教授による講演外にかかる講師謝礼の支出について
26,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業運営指導委員会講師料他の支出について
10,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 和太鼓合奏ゲストティーチャーにかかる講師謝礼金の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外の購入の支出について
1,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レジリエンス・トレーニング教材購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 パネルシアターステージセット　外　購入の支出について
64,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 タブレットスタンド外購入の支出について
129,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レール式ファイルの購入の支出について
5,335

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マグネットシートの購入の支出について
4,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
44,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 コートブラシ　購入の支出について
8,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 平成２８年度学校行事部総合発表会資料印刷の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和教育にかかる講師謝礼の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶華道クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼（２／２８分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶華道クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族教育講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室　講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日外国人教育にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童に対する国際理解教育の講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 在日朝鮮人教育課内実践にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 柔道体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 マジック体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生理科特別授業にかかる講師謝礼の支出について
22,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 けん玉指導講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ５年和太鼓演奏学習時の講師謝礼の支出について
4,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習　講師謝礼の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民謡体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 お箏体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への外国語学習における講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 囲碁講師謝礼の支出について
45,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験学習講師謝礼（２月分）の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科実験学習にかかる講師料の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国・朝鮮聞き取り体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ２・４年生　異文化に親しむ学習の講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「共生社会を作るために」講師謝礼２／２７の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶華道クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習の指導にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 心の教室（人権教育講演）にかかる講師謝礼代の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なわとび指導にかかる講師謝礼金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 囲碁・将棋体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育講習会にかかる講師謝礼金の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育学習にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 生活体験学習講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館開放支援にかかる講師謝礼金の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育授業にかかる講師謝礼金の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語講師の報奨金の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材　購入の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂袋（サッカーゴール固定用）購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 走高跳スタンド外購入の支出について
60,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　他購入の支出について
21,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旋回式キャスター購入の支出について
21,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式チェーンソー外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールウェイト購入の支出について
110,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビドアホン外の購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土購入の支出について
12,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスホースリール他購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機外購入の支出について
54,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　他　購入の支出について
80,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
199,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリセット外購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール含浸綿外購入の支出について
149,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化学系床材用ワックス　他購入の支出について
110,851



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 菜園用マルチ購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルほうき外購入の支出について
96,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒薬　外購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレクターパイプ外購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
6,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用手袋外購入の支出について
45,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ　外６点購入の支出について
109,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
39,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫外の購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札の購入の支出について
73,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーインデックス外購入の支出について
130,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシ　購入の支出について
8,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラワーアレンジメント購入の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
76,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スティック　外購入の支出について
52,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入にかかる経費の支出について
42,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラ　外　購入の支出について
164,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外購入の支出について
517,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス鍋外購入の支出について
147,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペットボトル加湿器　購入の支出について
168,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤ　外　購入の支出について
208,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外の購入の支出について
49,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペンキ　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　購入の支出について
16,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 速乾性手指消毒剤　外　購入の支出について
256,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外の購入の支出について
140,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かやふきん　外　購入の支出について
25,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
56,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
22,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルシール外購入の支出について
27,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体ＣＯ２外購入の支出について
212,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名ゴム印購入の支出について
7,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き器購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子外購入の支出について
217,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画シナベニヤ　購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 既存プロジェクター取付、配線工事の支出について
784,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉ガラス補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス交換補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東校舎３階廊下照明補修工事の支出について
181,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター取付配線工事の支出について
71,344
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館他照明器具修理の支出について
132,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 図工室照明スイッチ補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂舞台照明器具補修工事の支出について
112,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａー１フィルター補修工事の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸取付工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 安定器交換工事の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 非常ベル発信機故障による修繕工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂入口誘導灯取替工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置　Ａ－１フィルター修理の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関オートロック付鉄扉補修工事の支出について
43,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドアホン修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 職員室湯沸器修理の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
170,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 遊具修繕の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＳＤ５６３０）修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内自主放送送出不良修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェット複合機修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　外　調律の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
20,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
14,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書記名等にかかる筆耕料の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
8,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
17,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
14,580
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
10,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定作業の業務委託の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 観点別学力到達度調査採点診断業務委託の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
65,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
56,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ床面清掃及び除菌作業委託の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機　購入の支出について
297,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器購入の支出について
193,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スティック　外購入の支出について
102,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動アシスト機付自転車購入の支出について
86,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルミひな壇　購入の支出について
166,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テレビドアホン外の購入の支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱購入の支出について
52,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
341,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
156,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルコール含浸綿外購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＦＭ送信機　購入の支出について
106,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫外の購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレスアンプ　購入の支出について
399,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動自転車購入の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクターカート購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おばけのナンダッケ」他購入の支出について
307,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いしゃがよい」外購入の支出について
148,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「よるになると」外　購入の支出について
140,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学級用図書『にじいろのさかなの本』外購入の支出について
265,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「小学百科事典」外　購入の支出について
54,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年国際理解教育講話にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 防災教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 防災語り部講演会・座談会講師謝礼金の支出について
29,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育学習会講師謝礼金の支出について
20,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権学習講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
15,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講演会にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ダンス指導にかかる講師謝礼金の支出について
134,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 箏体験授業の指導にかかる講師謝礼金の支出について
103,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生防災講座にかかる講師謝礼（２／１７実施）の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講話にかかる講師謝礼の支出について
2,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 古典芸能和楽器箏学習　講師謝礼の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 性教育講話にかかる講師謝礼の支出について
2,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーユニットほか購入の支出について
47,682

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性接着剤外購入の支出について
163,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー替芯外購入の支出について
16,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
8,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電源装置購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「保健体育」他購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンモニア水　ほか　購入の支出について
131,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃　ほか　購入の支出について
9,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン　購入の支出について
52,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴　外　購入の支出について
128,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外購入の支出について
109,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード購入の支出について
24,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキング椅子購入の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリセット　購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒指導用自転車購入の支出について
78,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車いす購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ドライモルタル外購入の支出について
250,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ部品購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外の購入の支出について
51,861

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙外　購入の支出について
271,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用大型扇風機　購入の支出について
40,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度用　生徒手帳・手帳カバー製造の支出について
62,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー他購入の支出について
92,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体窒素購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクターの設置工事の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクターの設置工事の支出について
612,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修の支出について
2,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トランペット修理の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫　収集運搬料　他の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫　収集運搬料　他の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
9,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
22,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書筆耕業務の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
43,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
13,608
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 校歌用額の購入にかかる支出について
73,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 トレーユニットほか購入の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「またたび」外の購入の支出について
315,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ライティングホルダー　外　買入の支出について
245,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真砂土（グラウンド整備用）購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 追入れ鑿①　外購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＪＩＳハンドブック鉄鋼Ⅰ２０１６外購入の支出について
23,959

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レスキューロボット製作用画像ユニット　外購入の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール（エタノール）外購入の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版印刷機の原紙・インクの購入の支出について
383,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「図書館誌」の印刷の支出について
80,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「図書館報」印刷の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ空調機の修理（ＭＥ職員室）の支出について
63,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室ガスヒーポン室外機修理の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動高圧蒸気滅菌器購入の支出について
386,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウレタンマット（屋内外兼用マット）購入の支出について
146,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 室用図書「日本国語大辞典」購入の支出について
172,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 ＪＩＳハンドブック鉄鋼Ⅰ２０１６外購入の支出について
103,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 メガホン外購入の支出について
38,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バレーボール　購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 得点板購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋設給水管漏水補修工事の支出について
268,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床滑り補修工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 手洗場上屋テント張替工事の支出について
334,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置修理工事の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館１階廊下照明スイッチ補修工事　外の支出について
88,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館４階天井内給水管漏水補修工事の支出について
662,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎防火扉煙感知器取替の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 自動火災報知設備等消防設備不具合改修工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具昇降設備補修工事の支出について
237,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室埋設給湯管漏水補修工事の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス補修工事の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門補修工事の支出について
72,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホール照明カバー破損による取替工事の支出について
55,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 食堂コンセント配線補修工事の支出について
50,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館換気扇取替工事の支出について
112,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門電気錠補修工事の支出について
97,783

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室棟１階給水バルブ取替補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 引違窓ポリカーボネート板入替工事の支出について
197,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 通用門取っ手補修工事の支出について
13,284
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 妊婦体験用モデル　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ボックスティッシュ他購入の支出について
100,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 よちよち赤ちゃん人形の購入の支出について
21,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 布ガムテープ他購入の支出について
37,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 自然体験講習会にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育教材「絵カードセット」外１件購入の支出について
11,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トランシーバー外の購入の支出について
38,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノートの購入の支出について
35,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育教材「ウォーターペン」外１件購入の支出について
33,966

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 充電式ペンインパクトドライバ　購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 幼児氏名印の購入の支出について
8,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　揮毫の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
4,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 和太鼓合奏ゲストティーチャーにかかる講師謝礼金の支出について
9,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 総合研究発表会分科会の講師謝礼金の支出について
21,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業研究推進委員会講師料他の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 がんばる先生支援事業研究発表にかかる講師謝礼金の支出について
19,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 イヤホンスプリッター　外　購入の支出について
12,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 絵本「はるやさいのはるやすみ」外購入の支出について
35,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
105,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 堆積岩標本　外１点購入の支出について
91,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 一本歯下駄の購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 ピアサポート研究における会場使用料の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 理科授業研究講師謝礼金の支出について
109,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 地域体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
24,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国人教育講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館利用における指導・助言にかかる謝礼金の支出について
243,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（２月分）の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「珠算授業」実施に伴う講師謝礼金の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽授業研究講師謝礼金の支出について
81,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室（２／２８）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん授業実施にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 茶道教室（２／２８）にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん体験にかかる講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算出前授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん教室講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 土曜授業（体験活動）講師料の支出について
4,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １・２年　異文化体験学習における講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科授業研究講師謝礼金の支出について
67,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育技術」（４月～３月分）外購入の支出について
74,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイドペールの購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外傷消毒液外購入の支出について
78,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セット購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座敷ホウキ他購入の支出について
99,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 七輪　購入の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
53,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルクロス購入の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル購入の支出について
257,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
153,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水外購入の支出について
71,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性顔料マーカー　購入の支出について
12,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
289,267

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 見開きファイル外購入の支出について
149,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
13,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外の購入の支出について
93,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
207,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用ガスコンロ　他　購入の支出について
29,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ドライバー　外購入の支出について
37,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサープレート購入外の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート　外　購入の支出について
43,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
89,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外の購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレゼンテーションマウス外１点の購入の支出について
47,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホンミキサー購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットゴール板　外　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤　外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンヘラ　外購入の支出について
92,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 単三電池外購入の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス　外　購入の支出について
91,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹とんぼ　他　購入の支出について
13,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤボックス購入の支出について
27,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード購入の支出について
7,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子新１年生の手引購入の支出について
5,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地図黒板　外　購入の支出について
215,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブルほか　購入の支出について
133,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漂白剤外購入の支出について
40,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡購入の支出について
243,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
130,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　外購入の支出について
32,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用掲示物「新しい保健ニュース」　購入の支出について
12,830
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス製シール他購入にかかる経費の支出について
74,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 栽培用土外購入の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール　外　購入の支出について
19,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他購入の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー外購入の支出について
96,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵の具　外購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外ワイヤレスカメラセット購入の支出について
109,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
268,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 セストボールゴール　外購入の支出について
64,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター用インクカートリッジ購入の支出について
27,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイド幕購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運搬台車他２点購入の支出について
42,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「小学書写三年」外購入の支出について
75,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
52,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー　外　購入の支出について
21,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
65,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　他　購入の支出について
82,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグタッチシート外購入の支出について
178,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
240,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー他購入の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木、金物購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計外購入の支出について
66,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ　卒業ソング　外　購入の支出について
11,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カメラ用交換レンズ　外　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
61,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外購入の支出について
133,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 堆積岩標本購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアたたみ　外　購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　購入の支出について
21,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
25,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　他　購入の支出について
94,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆性石鹸外購入の支出について
93,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外８点購入の支出について
322,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　の購入の支出について
277,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップ購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用床ワックス外　購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用机外購入の支出について
320,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末用タッチペン　購入の支出について
40,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テントシート購入の支出について
170,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他の購入の支出について
395,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー外購入の支出について
123,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
159,059
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ他購入の支出について
57,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールグレーチング　購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　ほか購入の支出について
116,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース他購入の支出について
214,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガンカバー　他購入の支出について
4,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳躍板　外の購入の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
18,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　外　購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材提示装置他購入の支出について
165,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリッシャーブラシ　外購入の支出について
82,479

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ　他　購入の支出について
46,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
140,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動コンプレッサー外購入の支出について
74,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末用フロアスタンド購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
52,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙外購入の支出について
191,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
256,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在箒　外購入の支出について
79,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん購入にかかる経費の支出について
53,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク外１点の購入の支出について
396,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札　購入の支出について
64,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク　外購入の支出について
137,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　食糧費 卒業式来賓接待用菓子　購入の支出について
16,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室内機洗浄修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室横　庇のアルミ支柱補強工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂前散水栓行給水管漏水補修工事の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室内洗濯排水管つまり補修工事の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂床補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西校舎防音サッシ窓戸車取替え補修工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 西門（通用門）補修工事の支出について
24,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂３階多目的室床補修　外工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場体育倉庫シャッター取替補修工事の支出について
161,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室電源供給スイッチ取替工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 カラー跳び箱修繕の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
114,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブル　オルガン修理の支出について
28,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
279,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
322,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理にかかる経費の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室用ガスヒーポン修理の支出について
119,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷室用紙折機修理の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
54,648
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 池ろ過装置修理の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
58,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス釜修理の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサープレート購入外の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
26,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄にともなう回収料およびリサイクル料の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 重量物運搬にかかる経費の支出について
213,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄にともなう回収料およびリサイクル料の支出について
1,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料　外の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 証書揮毫の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毛料の支出について
14,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
8,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
8,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
11,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
21,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
20,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
26,179

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
15,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 人形劇公演業務委託の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝清掃業務委託の支出について
451,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成２８年度芸術鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
54,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査　業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アルトアコーディオン　購入の支出について
83,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 移動式１槽水槽の購入の支出について
96,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
399,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 据置用耐火金庫　購入の支出について
25,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＯＡチェア　外　購入の支出について
178,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポリッシャーブラシ　外購入の支出について
310,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 傾斜片面書架購入の支出について
148,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
240,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カメラ用交換レンズ　外　購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガンカバー　他購入の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架　購入の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード（高さ調整機能付き）購入の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
92,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セーフティマット　購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボールプール購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「キッズペディア地球館」外購入の支出について
27,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「干支のはじまり」外　購入の支出について
16,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ外購入の支出について
32,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「Ｎｏ，Ｄａｖｉｄ」外購入の支出について
39,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵本新刊セット」　外購入の支出について
125,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「絵本でことばを楽しもう」外購入の支出について
142,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魚のクイズ図鑑」外　購入の支出について
97,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かわいいむしのえほん」外購入の支出について
168,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「新・童話の海」外の購入の支出について
217,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「もののはじまり館」外購入の支出について
329,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
28,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「あそびのおうさまずかん」外購入の支出について
320,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「１９歳の小学生」外　の購入の支出について
258,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「１円くんと五円じい」　外　購入の支出について
218,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育用講師謝礼金の支出について
11,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 人権教育用講師謝礼金の支出について
11,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレススピーカー購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガステーブル購入の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外の購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 引違戸錠購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スロープボード　ほか　購入の支出について
121,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール購入の支出について
37,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走り高跳びスタンド　外　購入の支出について
37,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
51,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット外の購入の支出について
132,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白幕　購入の支出について
88,128
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター購入の支出について
27,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡ほか購入の支出について
73,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁断機メンテナンスキット購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
69,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　購入の支出について
17,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ホーキ購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
27,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
33,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
42,541

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け用プロジェクター取付金具　外購入の支出について
250,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
40,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カートリッジ　外　購入の支出について
37,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インクほか購入の支出について
71,485

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リレー用バトン　外購入の支出について
93,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ延長アダプタ　外　購入の支出について
30,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
88,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育版レゴマインドストームＥＶ３外購入の支出について
266,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電波掛時計　外　購入の支出について
20,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平戸車外購入の支出について
63,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
85,698

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 延長コード　購入の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ（指導書対応）購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室床補修工事の支出について
196,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子小便器修繕の支出について
74,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階エアコン盤電源配線改修工事の支出について
28,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室ランマ引違窓取替工事の支出について
113,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 充電式ブロワ修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 美術科糸鋸の修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 学習室用テレビ配線修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
77,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類　郵送（３月２２日）の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 パソコンリサイクル料の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律処理手数料の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
24,721



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
23,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料　の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓（高窓）清掃業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 除草作業業務委託の支出について
378,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木防虫業務委託の支出について
65,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 多人数用ロッカー購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ストップウォッチ外購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル外の購入の支出について
288,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
173,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鼻鏡ほか購入の支出について
71,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 更衣ロッカーの購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター　購入の支出について
343,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　まめまめくん外購入の支出について
305,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「未来記念日」外　購入の支出について
139,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「健康クイズ１００」外購入の支出について
246,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「地震イツモマニュアル」　他購入の支出について
293,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
327,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ダンス部　外部指導者講師料の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 バレーボール部　外部指導者講師料の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 校名・ロゴ入りカラー封筒の印刷について
44,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳　印刷の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用スタッキングチェア　購入の支出について
356,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 打ち込み丸カン他購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用図書　むし歯・歯周病は感染症　外購入の支出について
128,919

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
58,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 温室度カレンダー付電波掛時計　他の購入の支出について
339,066

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 消火ホース　購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 実習用トナー外の購入の支出について
180,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリパック　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電験二種二次試験対策通信コースＤＶＤ購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール整理かご　他の購入の支出について
129,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパクト型蛍光ランプ　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書印影印刷外請負の支出について
9,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書印影印刷外請負の支出について
14,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
37,996
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ホテルパン　他　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ピアノ用イス他購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り購入の支出について
11,826

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電気ヒーター購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トイレ用サンダル購入の支出について
45,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 冊子　閉校記念誌　Ｎｉｔｔｏ　の印刷の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 新館ＬＡＮ敷設工事の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 汚水配管会所補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎手洗い排水補修工事の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン補修工事の支出について
129,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電気室防水工事の支出について
253,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外ポンプ室出入口前揚水管漏水補修工事の支出について
104,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ポンプ室屋上防水補修工事の支出について
726,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂バスケットボード吊りワイヤー補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
3,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂ガラス入替補修工事の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレフラッシュバルブ補修工事外の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動糸鋸機購入の支出について
190,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機（保健室用）の購入の支出について
104,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたよりノート他購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学研おとぎばなし（４～３月）購入の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札の購入の支出について
11,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカの購入の支出について
22,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 平テープ外購入の支出について
17,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
6,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
13,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
6,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
8,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
39,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 風速計　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 アクティブラーニングの評価　外　買入の支出について
15,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 運動遊具の購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外購入の支出について
81,237

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 研究発表会報告書　印刷の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 学校図書館ＩＣＴ教育授業用冊子　印刷の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルノコ盤　他　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中国服（女児・男児用）購入の支出について
36,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用椅子外購入の支出について
252,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒外購入の支出について
16,441

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドセットマイク外購入の支出について
252,590
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硬式テニスボール購入の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「やきそばばんばん」ほか　購入の支出について
26,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土外購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ―マイクロＨＤＭＩ変換プラグ外購入の支出について
133,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
15,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット　他購入の支出について
54,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレーほか購入の支出について
50,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい国語１上」外の購入の支出について
142,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジピストル用フラッシュ外購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外購入の支出について
106,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー外購入の支出について
130,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
81,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
68,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
136,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座位安定クッション兼防災頭巾購入の支出について
203,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外購入の支出について
80,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パスコ差込表示板購入の支出について
35,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹ものさし外購入の支出について
111,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
187,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板の購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗用旗棒　外購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ外購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶外購入の支出について
82,987

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ切画用紙外購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライドグラス　外　購入の支出について
150,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
42,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
91,763

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 棒状ゴム磁石外購入の支出について
67,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
57,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣外購入の支出について
267,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
68,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ４９型フルハイビジョン液晶テレビほか購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新１年生　氏名ゴム印購入の支出について
11,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外購入の支出について
119,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土外購入の支出について
26,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外購入の支出について
130,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット外購入の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット付ホワイトボード購入の支出について
224,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書あたらしいこくご１年上外購入の支出について
219,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェアー購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中国の衣装他購入の支出について
28,404
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット　外１点購入の支出について
149,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気丸鋸外購入の支出について
39,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン外購入の支出について
146,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダ　外購入の支出について
88,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布団セット購入の支出について
76,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携ほか購入の支出について
372,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
47,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステレオミニプラグ　他　の購入の支出について
6,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学童用ジャンプ傘購入の支出について
51,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポートボール用ゴール対３セット他購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグフットボール他　購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外　購入の支出について
208,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋　外　購入の支出について
43,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器　外購入の支出について
338,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき　外購入の支出について
20,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本「ええところ」他購入の支出について
20,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土外購入の支出について
9,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機　外購入の支出について
175,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶購入の支出について
65,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジンブロワー外購入の支出について
50,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外　購入の支出について
299,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 立体展開学習器他購入の支出について
141,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式芝刈機ほか　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機他購入の支出について
12,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
114,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（２学期）印刷の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要製本の支出について
18,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
73,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 音楽室オルガン修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫　修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
80,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 照明器具取替修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ弦張替修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
8,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機（ＥＤ５００）修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教材提示装置の修理の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫の修理の支出について
65,016
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本語検定団体特別試験（模擬試験）受験料の支出について
154,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫の支出について
9,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
24,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
11,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕翻訳料の支出について
9,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
6,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
4,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
9,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
10,659

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
16,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
13,003

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
27,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
21,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
11,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
29,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成による筆耕翻訳料の支出について
8,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕料の支出について
12,927

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
15,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 業務用空調機清掃業務委託の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 世界の音楽鑑賞会業務委託の支出について
100,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チャイム放送ユニット購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポートボール用ゴール対３セット他購入の支出について
127,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 給食室用給湯器の購入の支出について
372,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダ　外購入の支出について
148,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　購入の支出について
79,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏木琴外購入の支出について
288,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ外購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
314,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マルノコ盤　他　購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ４９型フルハイビジョン液晶テレビほか購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アウトドアタイマー購入の支出について
136,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ダストボックス購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納ロッカー購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プリンター　外購入の支出について
75,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機他購入の支出について
273,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン衝立　購入の支出について
63,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな段外購入の支出について
312,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「スイッチ」外購入の支出について
108,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「泣いちゃいそうだよ」外購入の支出について
29,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 つき最強ずかん第１期」外購入の支出について
74,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「はりねずみのルーチカ」外購入の支出について
22,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「かいけつゾロリ」他　購入の支出について
206,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「木と日本人」外購入の支出について
97,015

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「例解学習国語辞典」購入の支出について
75,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 米づくり」外購入の支出について
55,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書の購入の支出について
11,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「見学しよう工事現場」他購入の支出について
176,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夏休みの秘密の友だち」購入の支出について
1,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「人権の絵本」外購入の支出について
146,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「初めてよむこわい話」外購入の支出について
14,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽科　楽譜・ＣＤ　外　購入の支出について
26,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リモコンスイッチ他購入の支出について
91,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衣類乾燥機専用スタンド外購入の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材中学数学２０１６データベース購入の支出について
14,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 製本テープ他購入の支出について
66,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札　製造の支出について
53,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校門用看板購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シルバーワイパーＵ用スペア　外　購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター外購入の支出について
54,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘアカラースプレー　外購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版機用原紙購入の支出について
234,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板　他　購入の支出について
281,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
72,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科指導用教材ＤＶＤ外購入の支出について
45,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽教材ＣＤ「ＣｈｏｒｕｓＯＮＴＡ」購入の支出について
22,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計ほか　購入の支出について
49,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 万能やすりセット外の購入の支出について
47,430
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケンガリセット他購入の支出について
74,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二段カート　外　購入の支出について
91,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車外購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール　外　購入の支出について
247,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
124,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンレール　購入の支出について
3,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管　外　購入の支出について
356,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル外購入の支出について
30,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブン電子レンジ　購入の支出について
144,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケース一体型マグネットスクリーン　購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式黒板の購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテンの購入の支出について
234,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこぎり他購入の支出について
103,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
223,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外購入の支出について
129,461

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 徴収金用封筒購入の支出について
47,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書「陸王」外購入の支出について
4,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットバッグ　購入の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
74,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食用エプロン外購入の支出について
41,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外購入の支出について
48,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー　外　購入の支出について
263,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット外購入の支出について
163,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タンイセットンチマチョゴリ　外　購入の支出について
87,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作品掲示ホルダー　外　購入の支出について
71,022

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
209,439

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス修理の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う簡易書留郵送料（３／２３の支出について
44,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 段差解消機　運搬の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機・衣類乾燥機リサイクル回収料外の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律　請負の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律料の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 業務用消火器引取手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館及び音楽室グランドピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機・衣類乾燥機リサイクル回収料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
21,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書に係る揮毫料の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務委託の支出について
28,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
29,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
66,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 マラソン大会に伴う競技場使用料の支出について
58,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両袖机　購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機専用スタンド外購入の支出について
93,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 リモコンスイッチ他購入の支出について
43,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水温計ほか　購入の支出について
51,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ミライの授業］外購入の支出について
133,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「話したくなる世界の選挙」外　購入の支出について
190,887

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「常用漢字書き方字典」外購入の支出について
269,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「金子みすゞ名詩集」外　購入の支出について
12,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「陸王」外購入の支出について
296,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「放課後」外　購入の支出について
11,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「望み」外　購入の支出について
201,467

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム　購入の支出について
29,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー購入の支出について
33,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒証台帳　印刷の支出について
12,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニハードル　外　買入の支出について
150,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 裏打用紙　外の購入の支出について
45,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 年刊誌「現代用語の基礎知識２０１７」外　買入の支出について
32,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「問答式学校事故の法律実務」追録購入の支出について
9,455

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水圧テストゲージ　外購入の支出について
53,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ねじなしブッシング　外購入の支出について
31,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品購入の支出について
32,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート　外　買入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボールかご外購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオ三脚・雲台セット　外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グラススクイジー　外購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 冊子「創建」　外　の印刷の支出について
122,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシンの修理の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンター修理の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビの家電リサイクル料・運搬料の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 テレビの家電リサイクル料・運搬料の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆毫料の支出について
3,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
65,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料３月分（３月２３日）の支出について
47,355

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ビデオ三脚・雲台セット　外購入の支出について
200,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット保管庫　購入の支出について
166,060
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動鉛筆削り外購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オフィスチェア　購入の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 かご台車　外購入の支出について
65,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 畳他購入の支出について
167,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 電動ステープラー　他の購入の支出について
38,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 繊維マット　購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室流し台排水漏水補修工事の支出について
665,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月22日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機冷媒配管折損溶接工事の支出について
28,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 色鉛筆の購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 木製保育遊具　ブロック　購入の支出について
64,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
3,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 うきうきござシートほかの支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 音楽指導にかかる講師謝礼金の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 絵本の読み語り　講師料の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
51,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
27,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 Ａ３インクジェット複合機購入の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
2,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　他　購入の支出について
30,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 卒業証書（小学校用）外４点印刷の支出について
257,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
3,801

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
63,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園旗の購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外　購入の支出について
37,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保育用絵本購入の支出について
12,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
3,885

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年長おたより帳　他２点の購入の支出について
47,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
23,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
7,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
16,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
5,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 じょうろ　外　購入の支出について
27,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 三段ワゴン　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 卒業証書（小学校用）外４点印刷の支出について
77,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 保育室ガラス取替え工事の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫料の支出について
6,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 民間企業の専門技術者による授業にかかる講師謝礼の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 授業研究会指導にかかる講師謝礼の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 電動式空気入外購入の支出について
52,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワイヤレススピーカー購入の支出について
24,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 和太鼓用バチ購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
115,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
4,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
22,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 発展作文習熟プリント　外　購入の支出について
223,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 ＳＰＨ関東研修事業にかかる業務委託料の支出について
1,478,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 昔の生活と文化に関する講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 盲導犬体験学習にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数特別授業講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和楽器体験にかかる講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読書活動講師謝礼の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 インターナショナルデー講師謝礼金の支出について
14,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年そろばん学習指導講師謝礼の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算特別授業にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 総合学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算出前授業講師謝礼金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ６年生生活体験学習講師謝礼の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん授業（３年）にかかる講師謝礼金の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験活動にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
72,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
352,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 模造紙他購入の支出について
18,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
824,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教卓他購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白ケント紙　外購入　の支出について
119,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダルほか購入の支出について
71,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
1,328,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングタイマーほか購入の支出について
101,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食白衣セットの購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール食缶　外２点購入の支出について
30,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
1,672,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移動式ホワイトボード購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
137,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外５点購入の支出について
34,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
304,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子購入の支出について
166,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクミキサー購入の支出について
29,376
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 二分の一成人式の材料購入（３／２３）の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽机外購入の支出について
300,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠他購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
258,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
118,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とび箱リペアセット　外　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サクラソウ（苗）　外　購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「あたらしいこくご」一上　外購入の支出について
59,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粕　外　購入の支出について
21,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式噴霧器　外購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 密着性ブックカバーフィルム外３点購入の支出について
58,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用ＦＡＸ他購入の支出について
42,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　他購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレルボールセット　他　購入の支出について
116,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 汚物入れ　他購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編新しい国語四」外　購入の支出について
33,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
16,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
1,683,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カリ明バン外購入の支出について
87,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡外購入の支出について
58,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
3,839,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓外購入の支出について
277,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
1,970,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
127,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バリケードテープ　他　購入の支出について
37,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリアンサ　苗　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外　購入の支出について
49,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス　外　購入の支出について
106,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立外購入の支出について
92,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
117,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
1,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　他　購入の支出について
16,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
174,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「教科書　国語３」他購入の支出について
239,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
81,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
161,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
158,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺ホルダー購入の支出について
1,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ購入の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シューズボックス　購入の支出について
278,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
184,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
57,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうきスペア外購入の支出について
259,535
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購の支出について
465,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「きんいろのさかな」外　購入の支出について
13,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
38,761

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パズル　外　購入の支出について
95,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さすまた購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用バット外購入の支出について
128,891

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外購入の支出について
99,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノ椅子　購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
290,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
148,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　他購入の支出について
83,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外購入の支出について
128,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
310,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大分度器　外　購入の支出について
277,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
555,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー　外の購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット外購入の支出について
16,799

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　外　購入の支出について
127,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット外購入の支出について
136,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動火災報知設備非常電源　購入の支出について
33,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバーほか購入の支出について
67,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
38,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却スプレー　外　購入の支出について
44,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
189,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーブンレンジ　購入の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりたたみシールド外購入の支出について
48,835

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイムハンドパドル外購入の支出について
9,882

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　楽しく学ぶ小学生の地図帳ほか　購入の支出について
103,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリームクリーナー他購入の支出について
37,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
518,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館床専用美装剤　外　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トゥホ購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器外購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数字シール他の購入の支出について
113,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール手袋外購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用ごみ箱　ほかの購入の支出について
147,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
2,201,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
229,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外の購入の支出について
119,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　購入の支出について
54,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
120,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
2,023,272
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　ほかの購入の支出について
138,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽ＣＤデッキ外購入の支出について
52,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保管用　卒業記念アルバム購入の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　外　購入の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 応接ソファ　購入の支出について
49,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤詰替用他購入の支出について
227,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー用カッタープレート購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙ほか　購入の支出について
222,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 垂れ幕用布外購入の支出について
14,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ外購入の支出について
250,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　他購入の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　外購入の支出について
56,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外　購入の支出について
93,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書（小学校用）外４点印刷の支出について
853,353

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビドアホン取替工事の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事（講堂一枚）の支出について
15,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋外プール外壁塗装工事の支出について
152,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室ふすま張替え修繕工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北東側外柵塗装工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アコーディオンカーテン補修工事の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 一階男子トイレ窓ガラス入替工事の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 スリガラス入れ替えの支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替　工事の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 樹木伐採の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室前ガス漏れ補修工事の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス漏れによる湯沸かし器の修繕の支出について
49,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 天井埋め込み型換気扇の修理の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折り機　修理の支出について
22,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
123,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 逆上がり補助板取替修理の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
29,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 赤外線ヒーター修理の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室換気扇修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
49,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食用焼物機の修理の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他修理の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 グランドピアノ修理　他の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
32,788
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料・テレビ収集運搬料の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機運搬費外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 パソコン外リサイクル回収料外の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料外の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ収集運搬料　外の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル料外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料外の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ収集運搬料　外の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料・テレビ収集運搬料の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機運搬費外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ブランコ支柱撤去処理手数料の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 パソコン外リサイクル回収料外の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
17,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料　の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務に係る筆耕料の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書　筆耕の支出について
21,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
17,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
25,077

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
16,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,279

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
13,505

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書浄書筆耕にかかる筆耕翻訳料の支出について
3,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫業務の支出について
30,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
25,594

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
6,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
12,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
5,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
11,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃の業務委託の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
99,635

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 床洗浄外業務委託の支出について
70,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校歌銘板移設業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
53,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定業務委託の支出について
307,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「ふれあい紙芝居」公演業務委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 会所及び側溝清掃作業業務委託の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
81,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ３号館西側防草作業業務委託の支出について
316,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架外購入の支出について
628,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 譜面台　外購入の支出について
102,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸鋸機械　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　外購入の支出について
124,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
63,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 汚物入れ　他購入の支出について
114,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ライン引き　外　購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機　購入の支出について
298,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 小型プロジェクター　外１点購入の支出について
153,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オージオメータ　購入の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー　外の購入の支出について
79,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーＬＥＤプリンター購入の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
150,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスケットボール　他購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　他購入の支出について
139,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「えほんひろば」外購入の支出について
115,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　地球生活記　外２８点購入の支出について
101,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「いっぽんばしわたる」外購入の支出について
282,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「怪談オウマガドキ学園」外購入の支出について
184,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おだんごぱん」外の購入の支出について
96,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「君の名は。」外購入の支出について
11,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
481,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「マンガでマスター」外購入の支出について
350,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まよなかのせんろ」外購入の支出について
4,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「まほうのバス」外購入の支出について
196,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 絵本の読み聞かせにかかる講師料の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 絵本の読み聞かせにかかる講師料の支出について
6,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本文化体験学習（茶道教室）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本文化体験学習（茶道教室）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本文化体験学習（茶道教室）にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購の支出について
449,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 総合教務必携外印刷の支出について
1,691,658
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
81,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチコネクトコンポ外購入の支出について
135,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外　購入の支出について
250,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
77,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造請負の支出について
62,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスネット　外　購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
396,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
498,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
368,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢ対応ラジカセ購入の支出について
101,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 弾性包帯　外　購入の支出について
55,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
125,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ「ＮＥＷＨＯＲＩＺＯＮ」外購入の支出について
152,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ノズル　外　購入の支出について
55,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール外の購入の支出について
85,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
46,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
99,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小学ドリルさんすう１ねんせい　外　購入の支出について
9,363

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 小型湯沸かし器　他購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 髪色戻しヘアカラー　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
1,353,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
831,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
467,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
337,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
155,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
70,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル外　購入の支出について
11,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　の購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 韓紙工芸八角皿作成キット　外　購入の支出について
82,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「コーラスオンタｖｏｌ．２１」外購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　ほか　購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネット用ワイヤーロープ購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語　指導用ＣＤ　外　購入の支出について
50,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
577,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ購入の支出について
87,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語指導用ＣＤ購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
105,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エスロン巻尺　外　購入の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバット外購入の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
260,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
450,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピンセット　外の購入の支出について
129,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
2,098,872
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エプロン　外購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗（パンジー）外購入の支出について
32,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
123,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電波掛時計　購入の支出について
78,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
158,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「ニューホライズン２」外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 化学モップスペア　外購入の支出について
28,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用教室椅子購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度生徒手帳製造の支出について
75,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手動パンチ　外　購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇（取替設置作業含む）購入の支出について
121,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用クロス購入の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
1,656,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏替刃外購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
28,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸し器　購入の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パイプ椅子用台車購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
63,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車外購入の支出について
53,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
83,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
170,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書（小学校用）外４点印刷の支出について
760,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 液晶プロジェクター取付け工事の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館電球取替補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスヒーポン修繕工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
36,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館　ガス管修繕工事の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室及び調理室ホワイトボード貼替工事の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット修理の支出について
195,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機の修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂用椅子張り替え修理の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 サッカーゴール塗装修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外への連絡に伴う郵便切手の購入（３／２４）の支出について
10,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外のリサイクル料及び運搬費の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外のリサイクル料及び運搬費の支出について
27,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる処理手数料の支出について
21,492



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（グランドピアノ３台）の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる翻訳筆耕料の支出について
33,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
26,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
24,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成に係る筆耕翻訳料の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 運動場側溝清掃業務委託の支出について
251,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 時間割編成板購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール保管庫（上・下段ベース付）購入の支出について
69,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架（図書館用）　購入の支出について
178,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソフトテニスネット　外　購入の支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
89,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ミシン　外　購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書室用デスクトップ型パソコン購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 手動パンチ　外　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はなとゆめ」外　購入の支出について
344,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「漢字のなりたち」外　購入の支出について
349,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 学校図書館用図書「風に立つライオン」外購入の支出について
367,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「アーデン城の宝物」外購入の支出について
315,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「海賊と呼ばれた男（上）」外購入の支出について
308,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書購入の支出について
290,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
267,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「旅する力深夜特急ノート」外購入の支出について
137,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本全国姉妹都市図鑑」外購入の支出について
146,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科２月分モデル謝礼の支出について
126,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
43,666

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
511,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
32,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子の購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
469,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 健康カード　外　印刷の支出について
23,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シダ長柄ホウキ外購入の支出について
164,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
202,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
575,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度　生徒手帳　印刷の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購の支出について
16,038
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電子天秤他購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール他購入の支出について
111,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
6,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト封筒外購入の支出について
5,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ他の購入の支出について
53,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
281,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業証書（小学校用）外４点印刷の支出について
155,163

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 健康カード　外　印刷の支出について
90,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修工事の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 実習用ノートパソコン　購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 実習用パソコン　購入の支出について
288,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
161,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　幻庵　上　外　購入の支出について
47,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
304,603

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
502,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
7,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 トレーニンググッズ購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 花と野菜の土購入の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食室用　食缶購入の支出について
63,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 社会科　遺物模型　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子・天板購入の支出について
908,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ補修工事の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館入口およびパソコン教室の蛍光灯取替工事の支出について
420,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場整備の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 機械工学科実習室ブレーカー取替補修工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
80,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南西館階段ガラス入れ替え工事の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台設備修理工事の支出について
267,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 火災報知機等設備工事の支出について
395,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過タンク内部・ＨＣ塗装工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド手洗い場止水栓取替工事の支出について
147,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階廊下掃除用流し排水管漏水補修工事　外の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎各所錠前補修工事の支出について
692,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室排水管補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室三槽シンク給水管漏水補修工事の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中庭止水栓漏水補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用給水ポンプ取替工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備不具合改修工事の支出について
383,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修の支出について
17,712
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館支柱用基礎取替工事の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ３－２教室出入口外ガラス入替の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室上機械室屋上防水補修工事の支出について
788,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 理科準備室流し排水管漏水補修　工事の支出について
253,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 火災報知設備増設補修工事の支出について
183,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場プール行給水管漏水補修工事の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 シャッター取替工事の支出について
204,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井スラブ漏水補修工事の支出について
928,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 東側万年塀緊急補修の支出について
53,676

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館及び本館トイレ漏水補修工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂１階男子トイレ小便器移設・給排水補修工事の支出について
723,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋外会所詰り補修の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図書室雨漏補修工事の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＨＩＤポールライト取替補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ４階フリールーム床補修及び掲示板取付工事の支出について
310,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 多目的室改修工事の支出について
997,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
2,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 コンパネ　外　購入の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックス　他　購入の支出について
100,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
16,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 白画用紙他購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラットファイル購入にかかる支出について
7,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
4,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度　保育証書揮毫業務の支出について
7,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書揮毫業務の支出について
6,123

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
7,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 図画工作部総合研究発表会講師謝礼金の支出について
16,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 図画工作部総合研究発表会講師謝礼金の支出について
15,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 接着剤　他購入の支出について
11,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
26,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 特別支援教育研究発表冊子　印刷の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ等購入の支出について
357,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 公開授業研究会および講演会にかかる講師謝礼金の支出について
52,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん講習にかかる講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 習字指導にかかる講師謝礼代の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クレぺリン検査児童教員合同説明会講師謝礼金の支出について
15,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習（２／２７）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和菓子作り体験学習（２／２８）にかかる講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「となりの国の学習」の講師謝礼金の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 珠算授業実施用講師謝礼金の支出について
3,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語学習にかかる講師謝礼金の支出について
6,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 歌唱指導講師謝礼の支出について
22,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用算数ブロック、他購入の支出について
57,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
759,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタトナー外購入の支出について
137,527

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ユネスコ教室用図書「開発と破壊」他購入の支出について
32,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舞台幕　購入の支出について
253,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　他　購入の支出について
130,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 座布団カバー他購入の支出について
160,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トライアングル外購入の支出について
92,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾掛け購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾掛け購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップスペア外購入の支出について
48,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性多用途塗料　外購入の支出について
37,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読プリント　購入の支出について
27,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製ラック　購入の支出について
63,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入にかかる経費の支出について
138,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオ変換プラグ　外　購入の支出について
19,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量カラー体操マット購入の支出について
243,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルダッチシングルスロープ　外　購入の支出について
61,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グループ用立体模型セット外購入の支出について
63,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名印・名札およびＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
56,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
40,554

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　購入の支出について
3,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカッター　他購入の支出について
64,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材他購入の支出について
76,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
305,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マット　購入の支出について
154,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
271,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新入児童用ゴム印　購入　（３／２４）の支出について
11,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター　外　購入の支出について
49,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　購入の支出について
72,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書「日本の漢字　中国の漢字」外　購入の支出について
40,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
530,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食紅　外　購入の支出について
39,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ外購入の支出について
46,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット　購入の支出について
76,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール、外購入の支出について
33,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
125,193

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
166,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電気ディスクグラインダ　外　購入の支出について
12,279
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
215,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙ほか　購入の支出について
121,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　ほかの購入の支出について
81,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外　購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外購入の支出について
236,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外購入の支出について
146,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
415,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクスタンド購入の支出について
21,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
716,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
78,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
12,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土ほか購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器　外購入の支出について
64,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタートナー　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン他購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手袋外購入の支出について
45,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 補修用バスケットゴールのボード２枚１組　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤他の購入の支出について
45,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
850,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クロスバー（走り高跳び用）外　購入の支出について
121,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート他　購入の支出について
230,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
13,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
183,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
19,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース購入の支出について
115,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外　購入の支出について
299,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
37,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん外購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造にかかる経費の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
202,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスチューナー　外　購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
10,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機自動原稿送り装置　外購入の支出について
393,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外　購入の支出について
169,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット粘着シート（カットタイプ）　購入の支出について
11,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 足ふきマット他購入の支出について
128,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直接感熱紙　購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オープン書庫購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械　外　購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
89,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
41,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗　パンジー外購入の支出について
8,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
60,670
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス　外　購入の支出について
136,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　外　購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電光表示器　外　購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
112,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
160,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すべりどめネット　外　購入の支出について
192,159

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画版　外購入の支出について
74,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用インク購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペン専用替えチップ外　購入の支出について
54,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーコーン　購入の支出について
29,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
190,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印外購入の支出について
36,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
102,023

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車外購入の支出について
119,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャスター付きスタンド他購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット外購入の支出について
136,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レモンせっけんほか購入の支出について
70,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫めがね　購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　購入の支出について
110,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 換気扇ベルト取替の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理（パソコン教室）の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
36,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 普通教室１－１照明修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理台キャスター修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
164,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内自主放送器具修理の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機修理の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備機器修理の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
46,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン他修理の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
27,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室遠赤外線ヒーター修理の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 据置型スピーカー修理の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機の修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
31,147

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機リサイクル運搬料　外の支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料　リサイクル料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 荷物配送にかかる運搬費　実施日　３／２４の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定受検料　追加受検分の支出について
2,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料　リサイクル料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 業務用消火器引取手数料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律費用の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 講堂舞台高所電球取り換え手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機リサイクル運搬料　外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務請負の支出について
19,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
8,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
20,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の児童名筆耕の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書にかかる筆耕料の支出について
14,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毛の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の児童名等揮毫の支出について
17,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
7,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
12,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
3,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
8,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
3,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
150,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「ＦＯＸＥＳ　きつね」公演　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
58,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
90,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
83,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
164,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機　購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャスター付きスタンド他購入の支出について
218,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスチューナー　外　購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
142,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　外　購入の支出について
106,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 カラーレーザープリンターの購入の支出について
110,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気ディスクグラインダ　外　購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機の購入の支出について
114,912
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
374,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
147,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 調理台購入の支出について
841,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電光表示器　外　購入の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機の購入の支出について
321,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
262,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 低音オルガン購入の支出について
130,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「はっきよいどーん」外購入の支出について
93,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ことばの力」外購入の支出について
332,297

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「びちくでごはん」外　購入の支出について
286,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
14,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「さがそ！シリーズ」他　購入の支出について
215,093

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「海のなかのぞいた」外購入の支出について
37,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ドラゴン大図鑑」外購入の支出について
325,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「たべたあい」他購入の支出について
11,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「まどからおくりもの」外購入の支出について
166,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用児童図書「大研究お米の図鑑」外購入の支出について
243,469

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
346,399

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用長机購入の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車　外購入の支出について
88,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
28,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車外の購入の支出について
58,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　ほか　購入の支出について
124,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料購入の支出について
17,658

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー　購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用　目隠しカーテン　購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育活動用日刊新聞「朝日新聞」外購入の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター他購入の支出について
142,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ外の購入の支出について
76,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギヤボックス　外購入の支出について
63,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 便座外購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 校旗　購入の支出について
51,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外　購入の支出について
142,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ絞り器外購入の支出について
93,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
62,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イス用台車　外　購入の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 給食衣外　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 検流計購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ購入の支出について
46,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡購入の支出について
399,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外購入の支出について
73,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
57,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造にかかる経費の支出について
63,342
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 誘導灯バッテリー　外購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
483,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドライン　外購入の支出について
287,674

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用角いす　購入の支出について
24,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード他購入の支出について
124,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
170,786

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 煮沸消毒器用バスケット　外　購入の支出について
68,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
44,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
38,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レタリング辞典　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル　外　購入の支出について
106,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
199,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消火栓ホース　購入の支出について
86,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ学習キット購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育活動用日刊新聞「読売新聞」外購入の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鏡外購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ教材「世界の諸地域」　外　購入の支出について
200,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー外購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
184,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン修理の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
99,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラーの修理の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート　他　修理の支出について
92,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルンの修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
97,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 温蔵庫修理の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル回収料外の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 除籍書類送付に伴う郵便切手購入（３月２４日）の支出について
6,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 私立・府立高校宛３年生抄本等郵送料（３／２４）の支出について
55,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館・音楽室　グランドピアノ調律の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル回収料外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ・アップライトピアノ調律手数料の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律（２台）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
47,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
36,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
40,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
35,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
38,858

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
30,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
28,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
15,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 韓国姉妹協定校訪問研修にかかる損害保険料の支出について
37,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓ガラス清掃業務委託の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 吹奏楽部クレオ大阪西施設使用料（３／２４）の支出について
89,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ファイルワゴン　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台購入の支出について
336,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バリトンサクソフォン購入の支出について
392,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機外購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電気陶芸窯購入の支出について
928,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー　購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フルート購入の支出について
224,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
276,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のともだち第１期」他購入の支出について
269,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「化物語」他購入の支出について
380,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日中辞典　第３版」外購入の支出について
52,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 振動工具取扱作業　講習料の支出について
6,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス砥石台①　外購入の支出について
117,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
15,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
92,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「ロイヤル英文法ー徹底例解」外購入の支出について
12,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒出席簿　外１点購入の支出について
101,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電源トランス　外購入の支出について
111,234

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　他購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳製造の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
28,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカット用ポール他購入の支出について
89,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリームクレンザー　外　買入の支出について
289,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 本棚他購入の支出について
126,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 受験票印刷の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　測量士補合格ガイド第２版　購入の支出について
138,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 データ専用ＳＩＭカード購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳印刷の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳（冊子）の印刷経費の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　印刷費の支出について
87,750
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス用溶接棒　外購入の支出について
46,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インキカートリッジ他購入の支出について
109,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外　購入の支出について
41,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 学校図書館ソフト購入の支出について
67,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土　外　買入の支出について
253,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
88,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２８年度卒業アルバム購入の支出について
25,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教務手帳製造の支出について
66,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 セミナーハウス　電動スクリーン修理の支出について
345,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスファンヒーター修理の支出について
11,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸かし器修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
30,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
90,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 朝日新聞時事ワークシートダウンロード使用料の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 河合塾サテライト講座ＤＶＤ借入の支出について
385,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 掃除機外購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ゲーテ」外の購入の支出について
246,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンドミキサー外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　購入の支出について
12,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 強力両面マグネット購入の支出について
3,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 汁椀購入の支出について
4,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 掛け時計購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチールラック外購入の支出について
47,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台中割幕修理工事（滑車含）の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台設備補修工事の支出について
58,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン衝立購入の支出について
57,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチールラック外購入の支出について
131,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 ＣＡＰ子どもワークショップ講師料の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 雲流花紙外　購入にかかる支出について
12,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 薬用石鹸　外　購入の支出について
93,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 床用ワックスの購入の支出について
30,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外購入の支出について
22,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人工芝他の購入の支出について
47,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳外購入の支出について
61,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
3,038,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 玄関扉及び玄関窓枠の塗装の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 ４０Ｗ２灯用照明器具ＬＥＤ変換工事の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への揮毫の支出について
5,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
5,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕翻訳料の支出について
6,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 保健部研究発表会講演会にかかる講師謝礼金の支出について
8,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
32,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ピアサポート研究にかかる講師謝礼金の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 精密ヤスリ中目購入の支出について
15,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 レッドレーザーポインター　ほか　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＰＣ用出力変換アダプタ―・ケーブル類購入の支出について
51,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
4,401

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 英語教育用図書購入の支出について
33,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 投光器　購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコンの購入の支出について
298,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
12,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年小学校珠算授業講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体験学習そろばん指導にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 １年生聞き取り学習　講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業にかかる指導講師謝礼金の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 落語を聞く会に関わる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ体験活動学習講師謝礼金の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日曜学習教室講師謝礼の支出について
3,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 公開授業研究会および講演会にかかる講師謝礼の支出について
48,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 近くの国の文化とふれあう活動にかかる講師謝礼金の支出について
8,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん教室にかかる講師謝礼金の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権総合学習講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
10,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 音楽科歌の学習にかかる講師謝礼の支出について
17,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校づくりについての指導・助言に伴う講師謝礼金の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自主学習指導にかかる講師謝礼（２月分）の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹馬整理台　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー　外購入の支出について
326,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 純正インク購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
26,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
45,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 爪ブラシ　他購入の支出について
35,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
167,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯液体洗剤外２３点の購入の支出について
389,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科実験用気体検知管外購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理パウダー　外　購入の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
157,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　製造の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　外　購入の支出について
72,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子丸鋸用角度定規　外５点購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぞうきん外購入の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアマット外の購入の支出について
64,301

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接機　外　購入の支出について
39,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボールほか購入の支出について
102,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
45,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼き物器用ホテルパン外購入の支出について
110,112
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用掃除機購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字筆順カード　購入の支出について
103,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 遮光カーテン外購入の支出について
71,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮足場板　購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバ　外　購入の支出について
121,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製作の支出について
127,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　他　購入の支出について
209,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミーティングテーブル　外の購入の支出について
162,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニバット　外　購入の支出について
38,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
210,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラケット外購入の支出について
68,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上机購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスターの購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム　購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札ほか購入の支出について
57,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用グラブ購入にかかる経費の支出について
22,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット網他購入の支出について
60,523

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機購入の支出について
42,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外　購入の支出について
103,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット購入の支出について
169,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ープ　外　購入の支出について
35,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用コースロープ　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア購入の支出について
379,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材（ＤＶＤ）　購入の支出について
17,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入りスリッパ購入の支出について
65,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプレーヤー　他　購入の支出について
208,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＤ　購入の支出について
11,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教職員用椅子　外　購入の支出について
134,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレビ台購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バッティングティー外購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　購入の支出について
67,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札外の購入の支出について
158,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理バーコードシステムソフト外購入の支出について
159,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マスク外購入の支出について
17,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外５点購入の支出について
223,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　他　購入の支出について
75,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルトドラム用スティックほか　購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用三脚　外購入の支出について
142,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札外購入の支出について
126,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機他の購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
53,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
128,908
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　購入の支出について
14,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
349,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯の救急保存液外購入の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中国カンフー服　他　購入の支出について
142,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーＰＰＣ用紙　の購入の支出について
7,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク他購入にかかる経費の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤　購入の支出について
80,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌スリッパ　外購入の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷製本の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
59,661,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎４階教室壁面ガス栓取替工事の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 既設遊具撤去工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎３階グラウンド側窓ガラス入替工事の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 屋上給食室系統ファンベルト取替補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ホワイトボード　造り付けの支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 音楽室前ガラス入れ替え工事の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 鉄棒・遊具塗装の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
6,771

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北館１階教室窓ガラス修繕工事の支出について
5,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ガラス　補修の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール前排水管交換補修工事の支出について
92,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館西入口ドアガラス補修の支出について
23,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事（講堂一枚）の支出について
11,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 家庭科室ガラス補修工事の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 エアコン補修工事の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 粗大ごみ置場土間打ち工事の支出について
169,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス修理の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミニサッカーゴールの修理の支出について
191,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス固定釜修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル体重計修理の支出について
57,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用ノートパソコン修理の支出について
21,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機補修の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスオルガン　外　修理の支出について
17,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　部品修理の支出について
15,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノート型パソコン修繕の支出について
64,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ６年３組教室　蛍光灯の修理の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル身長計修理　請負の支出について
41,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室用回転釜　修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子用段差解消機運搬料の支出について
53,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機外　回収料外の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫他リサイクル回収料他の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
25,920



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律（講堂・音楽室・多目的室）請負の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫他リサイクル回収料他の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機外　回収料外の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
15,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
14,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
9,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
7,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
21,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
20,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務にかかる筆耕料の支出について
13,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
5,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務にかかる筆耕料の支出について
12,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
19,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
10,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
14,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
7,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書筆耕　の支出について
11,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
14,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
10,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
6,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
30,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定作業業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
42,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
44,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 映画鑑賞会業務委託の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
63,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 加湿器購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製絵本書架　購入の支出について
248,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユニット型電子黒板購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折機購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ　外の購入の支出について
199,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 視力計　外購入の支出について
160,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
177,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セストボール購入の支出について
39,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスドラム用スタンド購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯用洗剤外　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
136,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おつかいくん」他購入の支出について
213,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　敬語なんでも辞典他の購入の支出について
137,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　地球の中をさぐろう　外購入の支出について
118,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「モチモチの木」外　購入の支出について
274,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
131,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ロンド国物語」外購入の支出について
93,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「冬の名句と季語」外購入の支出について
11,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　小学漢字辞典　第六版の購入の支出について
43,243

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講座」にかかる講師謝礼金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講座」にかかる講師謝礼金の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話　講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「英・数学力向上講座」にかかる講師謝礼金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス他購入の支出について
78,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品の購入の支出について
212,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外購入の支出について
120,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルハードディスク　購入の支出について
20,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブイヨンカップ　外　購入の支出について
105,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月）購読料の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バリトンサックスリード　外の購入の支出について
158,436

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチックバット　外購入の支出について
61,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生バリカン　外購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
37,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 吸水モップ　外　の購入の支出について
14,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「バトミントン・マガジン」外月刊誌の購入の支出について
87,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外　購入の支出について
41,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン　外　購入の支出について
156,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽鑑賞ＤＶＤ外購入の支出について
88,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハーモニーディレクターケース　外　購入の支出について
239,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳（５００冊）製造の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレー支柱運搬車外購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語指導用ＣＤ　購入の支出について
28,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸培土　外　購入の支出について
71,250
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マット紙　外購入の支出について
133,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮式ついたて　購入の支出について
48,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルトほか　購入の支出について
43,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク延長コード外購入の支出について
18,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰の購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳の製造の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワンタッチテント　外　購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用砂　外　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着防止剤購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェノールフタレイン溶液他購入の支出について
8,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２年生デジタル教科書購入の支出について
68,947

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
39,204

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 散水用ホース　購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外の購入の支出について
66,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両袖机・マネージメントチェアー購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト教材の購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白線用パウダー購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
123,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プチェチュム外の購入の支出について
109,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだこて台替えスポンジ　他　購入の支出について
37,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印購入の支出について
20,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 表彰状の印刷の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
296,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内ＬＡＮ配線工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館１階理科室窓ガラス補修工事の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替補修工事の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台壁面補修工事の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理請負の支出について
85,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電気陶芸釜修理の支出について
188,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 温湿蔵庫修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 技術科　３Ｄプリンタ修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（オーボエ）修理の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 耐火金庫修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
48,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ　調律手数料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
29,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
12,117

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
37,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
140,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
70,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
93,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラインテープ　外　購入の支出について
114,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納式ベッド　外購入の支出について
328,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両袖机・マネージメントチェアー購入の支出について
127,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「深山の桜」外　購入の支出について
32,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「東京バンドワゴン」外購入の支出について
289,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「スイッチを押すとき」外購入の支出について
70,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「お菓子ＢＯＯＫ」外購入の支出について
244,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本史＆世界史並列年表」外購入の支出について
371,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「講談社の動く図鑑」　外購入の支出について
316,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クサヨミ」外購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 陸上部　外部指導者講師料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 陸上部　外部指導者講師料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープカートリッジ外購入の支出について
97,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「産業教育関係執務提要」追録購入の支出について
12,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチン用混合水栓　購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けポータブルハードディスク　購入の支出について
8,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けポータブルハードディスク　購入の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度用生徒手帳製造の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　外　購入の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 溶接用前掛け　外購入の支出について
286,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿（冊子）の印刷経費の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみ袋他購入の支出について
137,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スフレ型外購入の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 筋膜リリースマッサージローラー購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
354,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２階女子トイレ換気用ファン取替修理の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（チューバ外６点）修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 生活指導課職員室用ＰＣ修理の支出について
38,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロイヤルマット購入の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
28,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル購入の支出について
269,244



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 オフィスチェア　購入の支出について
278,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド用バックネット側投光器修理の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取付工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 技術室扉鍵部分取替　他工事の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具の修理・交換の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット取替補修工事の支出について
229,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉ヒジ坪取替工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管整備工事の支出について
182,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール飛込台塗装剥離補修工事の支出について
239,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北館外壁３階庇裏悪所補修工事の支出について
403,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パソコン教室漏水補修工事の支出について
550,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 万能試験実習設備　外修繕の支出について
832,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁縦樋周り雨漏り補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂体育館舞台緞帳修理工事の支出について
756,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室電気器具補修工事にかかる経費の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館（講堂）天井照明器具昇降機接点補修工事の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス回転釜入替工事の支出について
670,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 教室補修工事の支出について
235,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具の修繕（都市工学科水理実習室）の支出について
82,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具取替工事の支出について
100,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館バレー支柱　埋管基礎交換工事の支出について
297,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 第二グラウンドトイレ改修工事の支出について
906,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレススピーカー購入の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 穴明調理台外の購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ラッションペン外購入の支出について
3,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 空気清浄機購入の支出について
32,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ねんど外購入の支出について
5,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 幼児用スクーター他購入の支出について
149,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 手指消毒液体せっけん購入の支出について
4,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　エースひかりのくにの年間購読（月２冊）の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の苗の購入の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（おはなしひかりのくに４月～３月号）の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 小太鼓　外　購入の支出について
28,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「しぜん　キンダーブック」購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート・シール購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕の支出について
11,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 体重計　購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 ＳＰＨ事業運営指導委員会講師料他の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 書籍「平和博物館・戦跡ガイド」　外　購入の支出について
81,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣカード外　購入の支出について
32,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＤＶＤソフト「栄養の科学」他の購入の支出について
60,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 マス目入模造紙他購入の支出について
34,125

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 大判インクジェット用紙購入の支出について
4,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外　購入の支出について
11,373

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 研究用図書購入の支出について
1,728
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＣＤ―Ｒ他の購入の支出について
23,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 教師用書籍「シリーズ新しい学びの潮流」外購入の支出について
58,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 パンフレット他印刷経費の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 冊子印刷にかかる請負経費の支出について
180,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札４４０枚製造の支出について
88,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修理部品購入の支出について
164,955

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂マット購入の支出について
125,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚　外　購入の支出について
139,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　外　購入の支出について
42,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
40,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外　購入の支出について
136,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長なわ外購入の支出について
132,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　の購入の支出について
122,386

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
154,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーペット　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外の購入の支出について
79,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接続用ケーブル　外購入の支出について
69,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウォータークリーナー購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他購入の支出について
26,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車購入の支出について
71,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
239,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板外購入の支出について
77,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面太鼓外購入の支出について
65,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
88,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
133,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式電動ドライバーほか購入の支出について
96,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外８点の購入の支出について
167,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
92,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
211,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携購入の支出について
10,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
66,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脇机外購入の支出について
167,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　購入の支出について
34,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読解力を育む発達支援教材　購入の支出について
17,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　他　購入の支出について
54,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平面鏡他購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
249,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
59,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　外　購入の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校名入封筒購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」４月～３月号購読料の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーファイル購入の支出について
14,774

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクマット購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ラケット　他　購入の支出について
22,830
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤白帽子　他　購入の支出について
137,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングタムマレット　外　購入の支出について
38,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 底なし集気びん　外の購入の支出について
115,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物　健康教室（４月～３月）購入の支出について
12,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんど　外の購入の支出について
91,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動裁断機用替刃外購入の支出について
31,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙芝居「だましりとり」　外　購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子黒板ユニット他の購入の支出について
249,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札ケース他購入の支出について
313,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パンばさみ　外　購入の支出について
47,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性絵具外購入の支出について
44,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デザインナイフ他　購入の支出について
245,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針外購入の支出について
182,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電源タップ　外　購入の支出について
40,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スライド丸ノコ　外購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転釜用ふた　購入の支出について
99,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ついたて購入の支出について
102,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク他の購入の支出について
57,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふきん　外購入の支出について
103,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外購入の支出について
138,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
140,371

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器用フィルター　購入の支出について
29,989

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外６点購入の支出について
28,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書の購入の支出について
150,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 避難誘導手旗　外　購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
26,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紅白大玉外の購入の支出について
10,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 荒木田土　外購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外２点購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板用クロス（シート）　の購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「心とからだの健康」（４月号～３月号）購入の支出について
8,618

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき外購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル式身長計外購入の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
235,893

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書購入の支出について
173,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　他購入の支出について
179,191

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット　外　購入の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用掬いカゴ外購入の支出について
161,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土ほか購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳かごの購入の支出について
32,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
137,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 職員室用スチール机の購入の支出について
257,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通級教室用図書購入の支出について
11,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップインファイル外購入の支出について
47,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄琴用マレット他購入の支出について
41,444
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアタム他購入の支出について
26,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル外の購入の支出について
60,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
104,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机他購入の支出について
217,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第の印刷の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２８年度卒業式式次第印刷製本の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要　印刷の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プロジェクター設置工事の支出について
532,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 黒板張替補修工事の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フック取付工事の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 天井石膏ボード補修工事の支出について
83,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室蛍光灯修理工事の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室厨房水栓漏水補修工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 机椅子倉庫外窓ガラス入替修繕の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替え補修の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外　修理の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 運動場用スピーカー修理の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳修繕の支出について
260,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク外修理の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
29,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 緞帳修理の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 西館一階男子トイレ自動水栓修理の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送機器修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 丁合機修理の支出について
40,899

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料他の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 校内残土引き取り手数料の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ　調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料・冷蔵庫収集運搬料の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 体育館暗幕脱着処理手数料の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料他の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律にかかる手数料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
21,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
19,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫筆耕料の支出について
19,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
8,471

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕業務の支出について
5,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
21,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の揮毫の支出について
22,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかる翻訳筆耕料の支出について
26,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
25,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃尿石除去業務委託の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木（楠）の剪定　業務委託の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎トイレ便器清掃業務委託の支出について
144,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
43,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 総合学力調査業務委託の支出について
246,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床面清掃業務委託の支出について
72,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 生徒用ロッカー購入の支出について
287,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板ユニット他の購入の支出について
124,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折り畳み式リヤカー購入の支出について
109,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアタム他購入の支出について
306,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
310,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 日課放送装置　購入の支出について
214,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル式身長計外購入の支出について
161,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 セフティーマット　購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
320,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クライミングボード購入の支出について
396,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン外購入の支出について
743,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 キャビネット　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫の購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ドッジボール　外購入の支出について
70,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マーチングタムマレット　外　購入の支出について
67,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紅白大玉外の購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
171,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザーポインター　外　購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ふきん　外購入の支出について
132,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スライド丸ノコ　外購入の支出について
79,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架購入の支出について
204,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「にじいろのさかな」他購入の支出について
198,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おとうとねずみ」ほかの購入の支出について
342,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 紙芝居「だましりとり」　外　購入の支出について
196,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「月のふしぎえほん」　外　購入の支出について
58,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の歴史」外購入の支出について
255,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書選定学習（委員会活動）にかかる図書購入費の支出について
92,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「もけらもけら」外購入の支出について
347,875

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クラスメイツ」外購入の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「のりもの」外　購入の支出について
175,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
1,263,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書「はじめてのえいごえほん」他の購入の支出について
18,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　の購入の支出について
120,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ニュートン」（４～３月分）外　購入の支出について
40,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルカラー他購入の支出について
30,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立　外購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック外購入の支出について
79,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　他　購入の支出について
99,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育活動用日刊新聞「産経新聞」購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
86,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 文集用表紙　外　購入の支出について
178,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール外購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イスキャップ外　購入の支出について
235,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教育活動用日刊新聞「毎日新聞」購入の支出について
19,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 面ひも他購入の支出について
15,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガストーチ外　購入の支出について
186,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月号）外購読料の支出について
22,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートテープ外購入の支出について
77,702

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外　購入の支出について
253,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＥＤ照明灯外購入の支出について
180,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングドラムスティック　外　購入の支出について
38,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントン練習用シャトル　の購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角椅子購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落としマット　他購入の支出について
47,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」外（４月号～３月号）購入の支出について
15,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 強力両面テープ　他購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日よけカーテン他購入の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
31,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊雑誌「健康教室」外購入の支出について
22,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「夏服の少女たち」　外購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラーの針外購入の支出について
189,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
102,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
86,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－ＲＯＭ　図書データ購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スリッパ購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導用ＣＤ購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
66,528
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫　外　購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕購入の支出について
604,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラザーＦＡＸ用トナー外購入の支出について
58,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導書購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クロッキーブック　外　購入の支出について
80,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッシュカード外購入の支出について
53,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート　外　購入の支出について
18,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
71,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 外装用塗料外購入の支出について
114,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易はんだ吸取器　購入の支出について
13,073

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ししゅう糸外購入の支出について
49,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 捺印器ほか購入の支出について
63,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
91,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
54,766

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管立て　外　購入の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォータークーラー給水管漏水補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ウォタークーラー用止水栓漏水補修工事の支出について
65,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館舞台袖暗幕補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ホワイトボード貼換補修工事の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
50,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸鋸盤修理の支出について
7,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（アルトサックス）修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路関係書類送付に伴う郵便切手購入（３／２８）の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　手数料の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕料の支出について
27,345

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
17,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書筆耕翻訳料の支出について
30,693

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫の支出について
17,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮亳料の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 １年授業「職業講話」業務委託の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 窓清掃業務委託の支出について
148,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校歌楽譜作成業務委託の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 山田琴及び立奏台借入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズロッカー購入の支出について
258,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マーチングドラムスティック　外　購入の支出について
67,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子黒板接続用ノートパソコン購入の支出について
63,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アクリルカラー他購入の支出について
141,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動ベッド購入の支出について
245,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ソファー外購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスファンヒーターの購入の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製書架ほか購入の支出について
212,095

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シューズロッカー購入の支出について
73,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 丁合機　購入の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　の購入の支出について
160,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「三鬼」外購入の支出について
198,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぐるぐるの図書室」ほか　購入の支出について
42,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書選定学習（委員会活動）にかかる図書購入費の支出について
109,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「イノセント」外購入の支出について
290,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「やさしさとおもいやり」外購入の支出について
212,137

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 鳥避けネットの購入の支出について
19,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生　他購入の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　他購入の支出について
8,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　他の購入の支出について
246,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター　他購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　購入の支出について
291,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シナ板外購入の支出について
99,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外の購入の支出について
49,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 商業科教授用品（模擬実践書式）購入の支出について
79,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
278,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ　外の購入の支出について
76,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度　入学のしおり外の印刷製本の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ふせん　他の購入の支出について
304,683

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 朝日新聞９～２月分購読料の支出について
24,222

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード他購入の支出について
33,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイレコーダー他購入の支出について
185,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
43,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第の印刷の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第　印刷の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引（冊子）印刷請負経費の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２９年度　入学のしおり外の印刷製本の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第　印刷の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 受験票他印刷の支出について
24,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（２月分）　　　　　　　　　　の支出について
368,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ドラフター修理の支出について
174,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫運搬料及びリサイクル料の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 校内放送設備点検の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫運搬料及びリサイクル料の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫料の支出について
34,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ブルーレイレコーダー他購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ガスストーブ　購入の支出について
54,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫購入の支出について
112,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター外の購入の支出について
206,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンター　他購入の支出について
222,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 給食室用ボウル　外　購入の支出について
32,775

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 　折りたたみ椅子外購入の支出について
183,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 芝生肥料購入の支出について
28,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 チェーンソー　他　購入の支出について
74,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ハンディータイマー外購入の支出について
95,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 土落としマット購入の支出について
4,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 一輪車　他　購入の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 キーボックス購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 実習棟系統給水管漏水修繕工事の支出について
450,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス破損補修の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 特別支援教室窓ガラス割替工事の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館壁面鏡の入れ替え工事の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン外購入の支出について
159,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 校園長戦略予算・自然探検講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 英語で遊ぼう　講師料の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳　外　購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「知識ライブラリー４月」他購入の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「ほけんニュース」４月～３月号購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラークリアファイルの購入の支出について
12,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 スコップ大　外購入の支出について
20,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手指消毒液購入の支出について
8,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 子供用サンダル　購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌キンダーブック１　４～３月号購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 室内機暖房機能不具合修理の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガスクリーンヒーター修理の支出について
4,428

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 デジタルカメラの修理の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書への幼児名などの揮毫の支出について
9,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
6,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 シロアリ駆除　業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 指導助言・講演会講師謝礼（１／２４）の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
29,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 キーボードほか　購入の支出について
82,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ケーブル　外　購入の支出について
86,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 色上質紙　他購入の支出について
107,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 トゥホ外民族教育教材購入の支出について
128,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 ケーブル　外　購入の支出について
91,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 民族体験授業にかかる報償金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権実践授業にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（６年）にかかる講師謝礼金の支出について
5,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育にかかる講師謝礼金の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育における講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ユメパーク　サッカー巡回指導の講師謝礼金の支出について
38,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 小学校珠算授業にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年出前授業講師料の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 韓国民族学習（５年）にかかる講師謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動体験学習「外国の遊び」講師謝礼の支出について
129,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画絵具　外　購入の支出について
82,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 田んぼ用土　外　購入の支出について
17,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリアの購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボールキャリー外購入の支出について
61,317

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
380,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画ベニア　他購入の支出について
242,457

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴール用くい　外　購入の支出について
152,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス湯沸器　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋　外　購入の支出について
156,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオンケース外購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 輪ゴム　外購入の支出について
82,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん外購入の支出について
152,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　外購入の支出について
83,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水銀灯　購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｕ型名札他購入の支出について
52,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングタイマー外購入の支出について
204,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 身長計　他購入の支出について
81,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい　外　購入の支出について
53,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プチェ　外　購入の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「心とからだの健康」（４～３月分）購入の支出について
8,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外６点の購入の支出について
67,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌こどものとも外（４～３月）購読料の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 年間購読雑誌「教育技術」ほか　購入の支出について
76,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター他購入の支出について
172,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジの購入の支出について
66,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
43,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室（Ｈ２８．４～Ｈ２９．３）購入の支出について
12,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
70,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フォームロケット２　外購入の支出について
178,133

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外購入の支出について
92,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
172,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石鹸外購入の支出について
93,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスク下ワゴン収納棚１０台購入の支出について
91,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札ビニールケース他購入の支出について
329,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋他購入の支出について
102,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファックス用トナー他購入の支出について
145,417

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
14,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土購入の支出について
14,300
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
66,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
70,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲーム用ベスト購入の支出について
40,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学びと育ちのサポートワーク　外購入の支出について
12,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 収納ケース外購入の支出について
215,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ナイロンブラシマット購入の支出について
78,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳び箱　外　購入の支出について
9,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ランプ　購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札　外　購入の支出について
50,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリンダー錠、キャスター購入の支出について
106,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印　購入の支出について
5,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木かい外購入の支出について
164,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
244,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他　購入の支出について
125,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
131,803

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 管理用自転車購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド　外　購入の支出について
85,389

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙購入の支出について
8,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー拡大機用インク　購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂用　電球　購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花、野菜の土外購入の支出について
39,825

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
24,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフト跳び箱外購入の支出について
327,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 跳上式スタックテーブル購入の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
153,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布マスク外購入の支出について
193,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ用カメラスタンド外購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とびなわ練習台　外購入の支出について
237,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防災ずきん購入の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 畳　外２点購入の支出について
213,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計の購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 繊維マット　購入の支出について
90,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン　購入の支出について
258,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
166,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閉校式講堂盛花　購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンミトン外給食調理用品外購入の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみ机　外　購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
112,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科デジタル教科書購入の支出について
104,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
48,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液他購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
75,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
57,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙他購入の支出について
89,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーゴール用杭　購入の支出について
28,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス酸素外１２点の購入の支出について
119,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールおもり　他　購入の支出について
243,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集会用テントおもり購入の支出について
57,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーレイプレーヤー購入の支出について
18,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物の重さ比較素材セット（８セット）購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひらがな筆順表　外　購入の支出について
148,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤＨＣメモリーカード外購入の支出について
1,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平テープ外購入の支出について
85,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ他購入の支出について
53,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機他購入の支出について
48,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット付硬筆指導用黒板購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大分度器　外購入の支出について
355,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫　購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気清浄加湿器外購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴールテープ外の購入の支出について
91,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
89,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドウエイト　購入の支出について
19,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓用網戸外購入の支出について
103,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外購入の支出について
192,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
227,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポールプール外購入の支出について
369,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
177,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冬芝種外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
126,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
186,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミキサー　購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベル外購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 診察用寝台購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック画板外の購入の支出について
66,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙　購入の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童ゴム印　他　購入の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印箱　他　の購入の支出について
59,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチ外購入の支出について
45,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
49,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 作文指導用黒板外購入の支出について
124,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸椅子　購入の支出について
78,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗外　購入の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ洗剤外購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童名札の製造の支出について
46,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
16,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計　外　購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼模造紙外購入の支出について
34,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
6,480
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ他購入の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球台外購入の支出について
135,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 筋入り封筒　外購入の支出について
66,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドゴルフ用クラブ・ボールセット購入の支出について
52,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや紙外購入の支出について
75,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌綿棒　外購入の支出について
48,985

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量マグネット白板　外　購入の支出について
232,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マウス外購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
161,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス外購入の支出について
49,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
65,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要製本の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞　冬季号印刷の支出について
34,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ１フィルター修理の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室吊下げ液晶テレビ移設工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替えの支出について
5,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮むき機補修の支出について
16,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン外修理の支出について
130,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄棒高さ調節修理の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥機修理の支出について
11,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送室の鍵の補修の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
50,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 衣類乾燥機　修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室用オルガン修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室移動台修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電子黒板機能付デジタルテレビ修理の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂舞台幕ほか修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
18,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消火水槽満水警報リレー取替修繕の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 大判プリンター修理の支出について
156,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教室扉の錠前修理の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ用手洗い水栓修理の支出について
70,902

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 図書館エアコン修理調整の支出について
33,901

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送卓修理の支出について
91,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ廃棄に伴う収集運搬、リサイクル料の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビリサイクル料外の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ピアノ運搬にかかる物品運搬代の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル料及び収集運搬料の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル料及び収集運搬料の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料　の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ　調律の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ廃棄に伴う収集運搬、リサイクル料の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
17,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 音楽室・講堂グランドピアノ外の調律の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノの調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 換気扇外清掃　の支出について
113,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律手数料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビリサイクル料外の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
22,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
9,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕翻訳料の支出について
17,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
14,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫料の支出について
19,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
7,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕代の支出について
17,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
12,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮亳料の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
9,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
27,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 英語教育活動業務委託の支出について
473,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
66,069

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ尿石除去業務委託の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学力調査業務委託の支出について
166,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ洗浄清掃作業業務委託の支出について
104,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
62,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓ガラス清掃作業業務委託の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃にかかる業務委託の支出について
85,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
91,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 吊り下げ型エアコン分解・洗浄業務委託の支出について
217,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
61,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃業務委託の支出について
67,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球台外購入の支出について
59,076
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モバイルスクリーン購入の支出について
71,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ハードル外購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＳＤＨＣメモリーカード外購入の支出について
55,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
290,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機外購入の支出について
143,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 物置　購入の支出について
200,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 大太鼓　購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンケース外購入の支出について
310,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＡＥＤ　購入の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
105,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子体温計　外購入の支出について
190,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 多目的ひな段購入の支出について
326,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 加湿器　購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ用カメラスタンド外購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　外　購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シリコンミトン外給食調理用品外購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ外購入の支出について
271,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
345,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ他購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 鍵盤ハーモニカ他購入の支出について
152,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 窓用網戸外購入の支出について
131,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 長椅子（リクライニング式）購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木かい外購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
122,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 会議用テーブル　購入の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「十二支のはじまり」外購入の支出について
43,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本の火山図鑑」外　購入の支出について
103,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「放課後の怪談」外購入の支出について
282,559

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「やさいの花」外　の購入の支出について
368,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「なんでも魔女商会」外購入の支出について
82,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ワンピース」　購入の支出について
25,181

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『飛ぶ教室』外購入の支出について
201,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「みんなの仕事１０１」外購入の支出について
251,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　昔のくらしと道具　他　購入の支出について
387,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
15,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年授業「職業講話」にかかる講師報償金の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 職業講話にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「プログラミング学習会」にかかる講師謝礼金の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ＮＥＷＳがわかる」外（４～３月）の支出について
105,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　外　購入の支出について
129,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　購入の支出について
47,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中綴じステープラ―　外　購入の支出について
91,803
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク、他購入の支出について
153,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子レンジ　他　購入の支出について
31,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニス支柱外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の土　購入（３／２９）の支出について
6,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液外購入の支出について
25,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気はんだごて　外　購入の支出について
286,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外１点の購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
243,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール外購入の支出について
64,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
66,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電卓　外購入の支出について
69,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印購入の支出について
7,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトウェア　外購入の支出について
62,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２８年度卒業アルバム購入の支出について
10,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 中学道徳副読本購入の支出について
270,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外　購入の支出について
90,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自動紙折り機　外　購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　ほか　購入の支出について
11,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 磁石外　購入の支出について
166,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館利用ソフトほか購入の支出について
167,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マッチングトランス　外　購入の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
172,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石粉粘土外購入の支出について
68,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札ケース外購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラーセット　外購入の支出について
50,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴爪外購入の支出について
37,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ　外購入の支出について
16,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落としマット購入の支出について
61,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新版　中学歴史年表外購入の支出について
164,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「ＮＥＷＨＯＲＩＺＯＮ」購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 複写紙　外　購入の支出について
43,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 視力表他購入の支出について
33,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇用フィルター　他購入の支出について
65,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ「コロンブス２１」　他購入の支出について
231,442

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カウベル、他購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか購入の支出について
180,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外　購入の支出について
48,427

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーグラス　外購入の支出について
202,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」（４月～３月）購読料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットプレート　ほか　購入の支出について
12,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外の購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
18,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 委員バッチ　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
84,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　他　購入の支出について
69,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シルバーシート外購入の支出について
57,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ピアノカバー購入の支出について
46,224
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール殺菌消毒剤購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 戸車外の購入の支出について
128,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館用図書　購入の支出について
21,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校保管用卒業アルバム購入の支出について
5,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 締太鼓用ばちの支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
145,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市中央区詳細地図購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞作成用紙　外購入の支出について
43,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培土器購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスホース購入の支出について
10,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子てんびん購入の支出について
163,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「サッカークリニック（４～３月号）」　外　購入の支出について
85,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
50,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用名札製造の支出について
44,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ外購入の支出について
72,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフェルト　外　購入の支出について
29,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 毛くし　他　購入の支出について
41,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料ほか購入の支出について
107,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「ＮＥＷＨＯＲＩＺＯＮ２」外購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
67,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞外印刷の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 「北稜誌」印刷製本の支出について
192,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 式次第印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式次第印刷の支出について
25,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式式次第印刷の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替工事の支出について
5,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉固定器具及び速度調整器具の補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３・４階廊下等掲示板張替修理の支出について
197,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶プロジェクター修理の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 キャッチャーミット革ヒモ取替修理　の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスコック取替え修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 トロンボーン外楽器修理の支出について
106,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（グランドピアノ）修理の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ他運搬費とリサイクル料の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 指導要録抄本送付に伴う郵便切手購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 連絡用切手の購入（３月３０日実施）の支出について
19,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機収集運搬料金　外の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機収集運搬料金　外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 テレビ他運搬費とリサイクル料の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ３台調律の支出について
31,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
16,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 体育館高所電球取り換えの支出について
109,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 学校徴収金口座変更にかかる振込手数料３／２９の支出について
864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
41,277

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
17,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
37,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
50,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
63,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
100,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓（高所窓）清掃業務委託の支出について
97,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機購入の支出について
375,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 新版　中学歴史年表外購入の支出について
83,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクタースクリーン外購入の支出について
65,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 培土器購入の支出について
97,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 折りたたみ式ベッド収納庫　購入の支出について
202,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書画カメラの購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 小型ワイヤレススピーカーキット購入の支出について
52,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外の購入の支出について
50,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　外　購入の支出について
382,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マッチングトランス　外　購入の支出について
338,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 自動紙折り機　外　購入の支出について
202,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚購入の支出について
90,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テニス支柱外購入の支出について
298,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワの購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木製座机の購入の支出について
139,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「世界史ＭＡＰＳ」外　購入の支出について
138,103

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「何様」外の購入の支出について
308,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「図書館内乱」外購入の支出について
45,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本はじめて百科」外　購入の支出について
340,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「吹部ノート２」外購入の支出について
14,937

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「日本の歴史」外購入の支出について
85,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　購入の支出について
222,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「何様」外購入の支出について
92,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（３月公演等特別授業分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（３月公演等特別授業分）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月分）の支出について
49,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（３月公演等特別授業分）の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（２月公演等特別授業分）の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防塵ミニサンダ外購入の支出について
71,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他購入の支出について
56,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 直管蛍光灯　外の購入の支出について
157,194
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
233,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 脚付きホワイトボード外購入の支出について
129,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンクリートブロック他購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン　他購入の支出について
13,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 「ポンプブラインＡＳＳＹ」外購入の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌コーチングクリニックほか購入の支出について
82,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙（Ａ３）　購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 両面有孔パネル他購入の支出について
264,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊トレーニングジャーナル他購入の支出について
32,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マーブルコーティングフライパン　外　購入の支出について
45,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤプロジェクトＸ挑戦者たち第７期　外購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡外購入の支出について
203,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤーストリッパ　外購入の支出について
84,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学のしおり　印刷の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 第２体育館１階温水プール還気ファン修理の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機（Ａ３対応）購入の支出について
349,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コートローラー購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 実習用パソコン　購入の支出について
218,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
109,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 防塵ミニサンダ外購入の支出について
253,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 スチール書庫、他購入の支出について
61,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 たい積岩標本　外の購入の支出について
21,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 マネージメントチェア外購入の支出について
69,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸器　購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教室用時計　購入の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 指導ＤＶＤ「中学校のダンス授業に向けて」外購入の支出について
33,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館壁面折畳式バスケットゴール修理工事の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽教室テレビゴンドラ及びテレビ撤去工事の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター補修工事の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室床カーペット張替補修工事の支出について
239,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館天井雨漏り補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂天井漏水補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池用コンセント増設工事の支出について
161,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室屋上排気ファン補修工事の支出について
94,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 パン棚補修工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 国旗ポール補修工事の支出について
57,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　照明取換補修工事の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ティンパニ購入の支出について
194,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 和太鼓他購入の支出について
351,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（４月～３月分）　の購入の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「みみちゃん絵本」４月～３月　他の購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 人気ものライブラリー（４月～３月）の購読料の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「オールリクエスト」４月～３月の購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本（しぜんキンダーブック４～３月）購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗　購入の支出について
14,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊しぜんキンダーブック（４月～３月分）の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かがくのとも（４～３月分）購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 よいこのあんぜんニュースの年間購読の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　初等教育資料（４～３月号）の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「サンチャイルド」４～３月号購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 初等教育資料（４～３月号）の購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 なわとび他購入の支出について
23,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 学研　おとぎばなし日本（４月～３月）の購読料の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本チャイルドブックぷう　４月～３月分の購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌「初等教育資料」（４～３月分）購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルミＣ型ジョイナー　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 たのしくたべようニュース　４月～３月の購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札の購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ファックスの購入の支出について
28,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 たのしくたべようニュース（４～３月）の年間購読の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年間購読　ポット他１点購入の支出について
16,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本おはなしひかりのくに　３月～４月分購入の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「おはなしファンファン」４～３月号外の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳外購入の支出について
17,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 空調機修理の支出について
19,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 排煙窓補修工事の支出について
199,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕業務の支出について
2,772

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 修了証書の筆耕にかかる支出について
4,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学習指導研修にかかる講師謝礼金の支出について
20,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン外の購入の支出の支出について
94,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 バケツ天秤外購入の支出について
43,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ボール籠　外購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 無地封筒　他　購入の支出について
99,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
103,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 上置書庫購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　印刷製本費 ＤＶＤダビングの支出について
99,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 家庭科学習にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習指導実施にかかる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 そろばん学習に関わる講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年　そろばん教室における講師謝礼の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 基礎学力向上プログラムにおける講師謝礼金の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ディスコン体験教室にかかる講師謝礼金の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 和太鼓指導にかかる講師謝礼金（３／９）の支出について
12,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 宇宙教育講師謝礼金の支出について
35,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館開放支援にかかる講師謝礼金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「お話の会」にかかる講師料の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
83,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ外購入の支出について
209,898

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校長室椅子　購入の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用ゴム印購入にかかる経費の支出について
14,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
27,619

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外購入の支出について
135,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ　他　購入の支出について
63,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 顕微鏡外購入の支出について
354,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外購入の支出について
70,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土他購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ホッチキス針外購入の支出について
108,663

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマット外購入の支出について
54,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
1,292,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
746,334

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
356,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面ホワイトボード　外　購入の支出について
32,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修繕部品の購入の支出について
111,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入　の支出について
36,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌『教育技術』（４月～３月）外購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　購入の支出について
2,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕購入の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
83,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三角定規　外　購入の支出について
139,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）外購入の支出について
74,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンパス画用紙他購入の支出について
74,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピクチャーカード　外　購入の支出について
261,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーン他の購入の支出について
65,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
72,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーキブラシラック外購入の支出について
167,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
97,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス瞬間湯沸かし器購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
53,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」外購入の支出について
18,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 閲覧椅子　購入の支出について
91,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グレーチングの購入の支出について
87,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
43,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール机購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンプレッサー用空気針外購入の支出について
73,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書・指導書「新編　新しい国語　五」他購入の支出について
91,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニル袋　外購入の支出について
34,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　初等教育資料（４～３月分）外購入の支出について
13,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画ボード　外　購入の支出について
245,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＣＤプレーヤー　外　購入の支出について
184,680
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 講堂暗幕　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ピストル・メガホン　購入の支出について
23,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンガスタンド外購入の支出について
82,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
72,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
100,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー外購入の支出について
122,239

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン　外購入の支出について
22,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チマチョゴリ　他　購入の支出について
151,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
828,047

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット購入の支出について
24,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
892,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤー購入の支出について
29,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 楓バチ外購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ　外３点購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス外購入の支出について
157,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 加湿器　他　購入の支出について
110,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス　外　購入の支出について
155,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
1,214,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量ドッジボールほか　購入の支出について
93,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール　外購入の支出について
216,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語カード　外　購入の支出について
294,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温度計　外購入の支出について
89,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気化式加湿器　購入の支出について
73,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用原紙　外　の購入の支出について
312,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　購入の支出について
3,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールタイマー外購入の支出について
96,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製読み聞かせスタンド　外　購入の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札クリップ外購入の支出について
89,262

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」（４月～３月号）購入の支出について
8,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡ用椅子　購入の支出について
225,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防虫防腐加工木材購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　外　購入の支出について
215,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク外購入の支出について
134,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花台外購入の支出について
207,187

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
18,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
26,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
1,231,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たね火ライター外購入の支出について
301,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プレート名札外購入の支出について
28,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 南京錠　購入の支出について
36,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つめきり外　購入の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレススティック掃除機購入の支出について
23,976
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム他購入にかかる経費の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯機　購入の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　他　購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版原紙　２本入購入の支出について
205,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「新しい算数３下指導書」他指導書・教科書購入の支出について
36,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「初等教育資料」４月～３月分　購入の支出について
6,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
6,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カーストッパー外１点購入の支出について
28,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオン　外　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印他購入の支出について
84,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶　購入の支出について
65,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外　の購入の支出について
291,945

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油ねんど外購入の支出について
167,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンプレッサー（ボール空気入れ）購入の支出について
27,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
492,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土購入の支出について
13,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
30,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書『新しい国語』　購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月号）　購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール購入の支出について
48,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 オルガン　外購入の支出について
205,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷の支出について
46,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞印刷代の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷及び製本の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具取替補修の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 うんてい塗装工事の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
7,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ補修工事の支出について
10,087

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
15,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼き物機修理の支出について
65,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器洗浄機漏水補修外の支出について
54,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ＭＤデッキ修理の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ修理の支出について
17,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
114,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガスヒーポン修理の支出について
5,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外バスケットボード取替補修の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラ修理の支出について
139,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 スライド丸ノコ修繕の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ノートパソコン　修繕の支出について
112,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン他修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
79,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修理の支出について
109,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館　セフティープレート補修工事の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 玄関インターホン修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫（扉６枚パッキン）修理の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機回収料外の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ外リサイクル料外の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機回収料外の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
3,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律業務委託の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ外リサイクル料外の支出について
25,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 講堂・音楽室ピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノの調律手数料の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
18,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書揮毫業務の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
3,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木剪定「フェニックス葉伐採」業務委託料の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎内便所外の清掃及び尿石等除去作業業務委託の支出について
90,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎高所窓清掃業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
102,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 空調機分解洗浄業務委託の支出について
306,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 高所窓清掃作業業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床面樹脂ワックス掛作業の業務委託の支出について
52,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
308,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スクリーン他の購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン　外　購入の支出について
90,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
119,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫他１点購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械購入にかかる経費の支出について
59,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル双眼実体顕微鏡購入の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 屋外用電波掛け時計　購入の支出について
399,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 教室用オルガン購入の支出について
310,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
108,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 裁断機の購入の支出について
279,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 立奏鉄琴購入の支出について
263,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子ピストル・メガホン　購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオン購入の支出について
210,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入にかかる経費の支出について
230,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン　外購入の支出について
157,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架　購入の支出について
386,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 花台外購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械外購入の支出について
216,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アイロン　外購入の支出について
53,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機の購入の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架外購入の支出について
714,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 効果音キーボード外１点の購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ　購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デッキ・クライミング外購入の支出について
1,976,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械外購入の支出について
54,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚の購入　支出について
127,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
1,049,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　外の購入の支出について
106,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ちがうねん」外の購入の支出について
305,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「世界のむかしばなし」外　購入の支出について
16,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「おしりたんてい」外購入の支出について
224,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「日本のむかしばなし」外　購入の支出について
43,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「どうぐ」外購入の支出について
353,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ポプラディア総合百科」外　購入の支出について
108,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「火の鳥１２巻セット」外購入の支出について
351,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書　購入の支出について
39,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「かがくるＢ００Ｋ」外　購入の支出について
105,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生　福祉体験学習にかかる講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロビーチェアー外購入の支出について
124,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
707,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（１～３月分）購読料の支出について
2,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンプレッサー外購入の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 会議用テーブル購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷用インク外の購入の支出について
86,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業記念アルバム　購入の支出について
9,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生名札購入の支出について
57,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホイッスル　外購入の支出について
130,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
234,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙Ｂ５桃色外購入の支出について
45,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルラン用ＣＤ外購入の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外　購入の支出について
71,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転椅子購入の支出について
19,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
197,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外　購入の支出について
179,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷蔵庫の購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＯＡチェア・案内板の購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳他製造の支出について
71,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　購入の支出について
25,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「英語２年」購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 男子バスケットボール用ユニフォームの購入の支出について
210,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子ホイッスル　他購入の支出について
79,542

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗　外　購入の支出について
47,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 耐水性粘土の購入の支出について
31,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 畳の購入の支出について
132,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊　健（４～３月）　外　購読料の支出について
66,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外　の購入の支出について
140,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的テーブル外購入の支出について
1,596,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
184,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理部品購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管　外　購入の支出について
12,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
306,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロイター板外購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 机購入の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルほか購入の支出について
72,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室生徒用椅子　購入の支出について
362,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定規　外　購入の支出について
63,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液　外　購入の支出について
21,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 防球ネット　購入の支出について
211,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
54,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外コンクリート柱マット　購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ロックミシン　他　購入の支出について
101,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」　外　購読の支出について
17,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用直接感熱紙外の購入の支出について
203,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャッチャーレガーツ　ほか購入の支出について
55,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業文集　購入の支出について
11,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバム購入の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車の購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビオラ苗外購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
430,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄製スタンド　他購入の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
184,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
8,679

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ　ＮＥＷ　ＨＯＲＩＺＯＮ　２年外購入の支出について
54,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サイネリア外　購入の支出について
30,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 制水弁キー　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー（４台）購入の支出について
41,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
86,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大分度器　他　購入の支出について
59,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　他購入の支出について
104,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 糸のこ機械外購入の支出について
32,400



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札　製造の支出について
70,691

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業記念文集　購入の支出について
1,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料（合同作業用）外の購入の支出について
78,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「ニュートン」他（４～３月分）購入の支出について
38,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生徒氏名ゴム印　購入の支出について
24,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 卒業式用式次第印刷の支出について
9,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 １年３組廊下側窓ガラス入替の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス湯沸かし器　修理の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピアノ修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードリールの修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理　外の支出について
34,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
324,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 進路資料等送付に伴う郵便切手購入（３／３０）の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 廃棄処理に伴うリサイクル回収運搬費の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律　の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノほか調律の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 廃棄処理に伴うリサイクル回収運搬費の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる翻訳筆耕料の支出について
19,051

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
52,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学級集団アセスメント診断業務委託の支出について
77,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃　業務委託の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホイッスル　外購入の支出について
139,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電動裁断機購入の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シャトルラン用ＣＤ外購入の支出について
96,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機購入の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
113,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テーブルほか購入の支出について
50,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ロイター板外購入の支出について
212,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
113,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 多目的室用ノートパソコン　購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー購入の支出について
128,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ティンパニー　購入の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械　購入の支出について
107,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フルート　購入の支出について
185,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ラグビーボール外購入の支出について
120,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集会用テント購入の支出について
131,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械外購入の支出について
207,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫外購入の支出について
247,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「カミカミおもしろだ液学」外　購入の支出について
171,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 ソフトボール部　外部指導者講師料の支出について
45,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 サッカー部　外部指導者講師料の支出について
10,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セキュリティソフト購入の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業式用盛花　購入の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 手提げ金庫他購入の支出について
26,924
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 多目的電熱ペン外購入の支出について
165,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２連エアーカプラー外購入の支出について
28,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デッサンイーゼル　購入の支出について
72,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 卒業アルバムの購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンタ用トナーカートリッジ購入の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「入学のしおり」印刷の支出について
46,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 校誌「青雲」　印刷の支出について
13,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 「平成２９年度入学指針」印刷の支出について
95,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 写真焼増しの支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機の修理の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 旋盤　修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 教務課職員室プリンター修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 帯のこ刃　外刃研ぎの支出について
15,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 漏水調査業務委託の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 糸のこ機械外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ミシン購入の支出について
192,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 台車外購入の支出について
41,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送用アンプ修理工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガス栓工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ換気扇補修工事の支出について
100,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 音楽室プロジェクタースクリーン設置他補修の支出について
125,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台設備等補修工事の支出について
85,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育倉庫シャッター修理工事の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 グラウンド踏み石整地工事の支出について
690,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 回転釜下金具取替補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　手洗い場配管補修工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 図工室前廊下窓ガラス入替補修工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 破損ガラスの取換補修工事の支出について
26,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 視聴覚教室空調設備整備工事の支出について
864,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室流し台排水管取替工事の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
21,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場放送設備補修工事の支出について
669,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 黒板張替工事の支出について
164,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所便器詰り修繕工事の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎外部散水栓行給水管漏水補修工事の支出について
246,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室変調器取付工事の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 池用止水栓取替補修　工事の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館ステージ下感知器取替工事外の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁補修工事の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 外部階段への手摺設置工事の支出について
371,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ジャングルジム購入の支出について
372,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マリンバ購入の支出について
396,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 糸のこ機械外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 液晶プロジェクター外購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール　購入の支出について
73,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 校歌銘板　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ジョイント式クッションの購入の支出について
23,706

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 ３Ｄジオフィクスフルセット外の購入の支出について
51,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 日除けテント購入の支出について
66,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「サンチャイルド」４～３月購入の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「こどものとも」（４～３月号）外購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌おとぎばなし４～３月分購入の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本オールリクエスト（４～３月）購読の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ノートパソコン他購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 保健啓発「たのしくたべようニュース４月」他購入の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 絵本「学研お話ファンファン４月」他購入の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ノート、出席シール購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌オールリクエスト４月～３月号購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　こどものとも年少版４月～３月号の購入の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おはなしプーカ（年間購読）購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ワンダーランド」（４～３月号）購入の支出について
5,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊こどものとも　年少版（４～３月号）の購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本なんでもサイエンスの購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 刊絵本アップル傑作選外（４～３月）購読料の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月号）の購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 布描き用マーカーの購入の支出について
40,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本お話ファンファン年間分購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かんきょうかがくえほん４月～３月号の購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本４月号～３月号の購入の支出について
15,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本こどもとしぜん外（４～３月）の購読料の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「学研　おとぎばなし」購入の支出について
3,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
15,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「オールリクエスト」外　購入の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年長クラス絵本　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　学研おはなしプーカ他購入の支出について
8,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かんきょうかがく絵本　他の購入の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「オールリクエスト」購入の支出について
5,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年長クラス絵本の購入の支出について
10,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本ぴっかり外（４～３月）の購読料の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 おたより帳他の購入の支出について
31,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　かがくライブラリー（４～３月）の購入の支出について
11,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本４月号～３月号の購入の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本おはなしワンダーの購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤプレイヤーの購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしチャイルド（４～３月号）外の購入の支出について
29,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フラットファイルワイド　外２件購入の支出について
25,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 日章旗　購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「なんでもサイエンス」４～３月購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊オールリクエスト（４～３月分）購入の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊かがくライブラリー４～３月号購入の支出について
11,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌もこちゃんチャイルド４～３月分購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊みみちゃんえほん４～３月号外購入の支出について
8,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「みみちゃんえほん」（４～３月号）購入の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 氏名印外購入の支出について
99,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌エースひかりのくに４～３月号購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊プチワンダー４月号～３月号購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊誌　ぴっかり（４～３月）の年間購読の支出について
4,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　ワンダーブック４月～３月号外の購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本　サンチャイルド４月～３月号外の購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ワンダーしぜんランド」外購入の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ちいさなかがくのとも」購入の支出について
4,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本エースひかりのくに（４～３月号）購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ワンダーしぜんランド」購入の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「なんでもサイエンス」購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊おはなしファンファン（４～３月分）購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊「健」４～３月号　購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本かがくのとも（４～３月）購読料の支出について
5,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本名作絵本（４～３月）購読料の支出について
4,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本「ファンファン」４～３月購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 出席ブック外購入の支出について
14,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊プチパオ（４～３月号）の購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 月刊絵本年間分購入の支出について
4,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワンダーしぜんランド４～３月号　外購入の支出について
9,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年少クラス絵本の購入の支出について
4,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 知識ライブラリー（４～３月）他購入の支出について
16,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 フロアーキーピング剤の購入の支出について
24,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 （月刊絵本）民話選（年間購読）外　購入の支出について
29,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 クラス用絵本（年中）の購入の支出について
9,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 ガスクリーンヒーティング取替の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書筆耕料の支出について
15,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書の筆耕料の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　筆耕翻訳料 保育証書　筆耕料の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン他購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 インク　外　購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 バスケット用リング外購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 珪砂外　購入の支出について
11,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 高白色用紙購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 デジタルクッキングスケール購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 ジョイントボックス購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 備品購入費　校用器具費 バスケット用リング外購入の支出について
194,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひなだん作成用木材（追加分）購入の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボール外購入の支出について
124,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印外購入の支出について
19,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修理用部品購入にかかる経費の支出について
79,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶（蓋止式）外　購入の支出について
107,517

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　購入の支出について
113,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室購入の支出について
12,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 尿石付着防止剤　の購入の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
65,550
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
196,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泥落としマット外購入の支出について
108,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタラベル外購入の支出について
132,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通紙ロール購入の支出について
16,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌　健康教室　年間購読の支出について
8,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湯沸し器の購入の支出について
84,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカー　外５点の購入の支出について
32,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯　外　購入の支出について
157,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
1,206,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外　購入の支出について
51,909

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
79,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ぶろっくセット　外の購入の支出について
39,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　健康教室（４月～３月）　購入の支出について
11,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
52,351

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計の購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他の購入の支出について
63,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トートバッグ購入の支出について
6,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム他購入の支出について
37,065

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「週刊マンガ日本史　改訂版①」外購入の支出について
43,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
135,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飯缶購入の支出について
14,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼物機用ミニバット外購入の支出について
108,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書ラベル　外　購入の支出について
61,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健（４月～３月）」購読料の支出について
9,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・椅子購入の支出について
96,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外　購入の支出について
227,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
48,751

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耐熱トレー購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康教室（４月～３月）外購入の支出について
16,873

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教授用外諸用紙購入の支出について
162,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スープレードル　外　購入の支出について
240,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓上ボール盤　外購入の支出について
234,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタンマットレス外購入の支出について
153,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザーポインター　外　購入の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　外購入の支出について
52,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チャンゴ外購入の支出について
35,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ保護パネル　購入の支出について
89,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人体マップ　外１点購入の支出について
42,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コードリール外の購入の支出について
108,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市旗外　購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新生きる力」購入の支出について
4,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク他購入にかかる経費の支出について
134,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液　外５点購入の支出について
22,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外装用塗料　購入の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室４～３月分」外購入の支出について
18,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス購入の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「月刊　健」（４月～３月）購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　教育技術４～３月分他の購入の支出について
70,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
136,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボンド外購入の支出について
22,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙及び色画用紙購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
62,655

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購入の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布　外購入の支出について
123,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４～３月分）の支出について
9,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうき外購入の支出について
34,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正液外購入の支出について
61,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型一重食缶　外４点購入の支出について
88,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
119,631

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 健康教室（４月～３月）購読料の支出について
8,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物「健康教室」４～３月分の支出について
11,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
359,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水拭きワイパー外１点購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊学校給食（４～３月）購読料の支出について
11,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク・マスター購入の支出について
174,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊食育ニュース（４～３月）外購読料の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
66,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯磨き指導用顎模型　外１点購入の支出について
21,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 等賞旗外購入の支出について
30,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液体石けん　外購入の支出について
48,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋ほか購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色模造紙外購入の支出について
135,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用しゃもじ外購入の支出について
163,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コートブラシレーキ外購入の支出について
67,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶テレビ　購入の支出について
64,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン外　購入の支出について
83,246

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタッキングチェア等購入の支出について
373,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルクロス　購入の支出について
58,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吊り下げ名札　購入の支出について
12,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外　購入の支出について
123,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー　外　購入の支出について
210,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携他１１点購入の支出について
40,057

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用名札製造の支出について
37,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　外　購入の支出について
157,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食調理用具、用品等購入の支出について
98,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
227,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エントランスマット購入の支出について
44,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク購入の支出について
111,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）購入の支出について
8,544
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」４月～３月分の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 部落解放（月刊）購読料（４月～３月）の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「健」定期購読料（４月～３月分）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土他購入の支出について
113,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー外購入の支出について
205,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールモップ購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月号）他購入の支出について
94,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「こどものとも」外購読料の支出について
77,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
9,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健康教室（４～３月号、増刊号含む）」購入の支出について
12,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」４月～３月購入の支出について
12,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム手袋　外　購入の支出について
65,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードスライサー替刃購入の支出について
71,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 太筆外購入の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「鍵」（４月～３月分）購入の支出について
9,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書・指導書購入の支出について
58,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」４月号～３月号購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
378,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 写真照明用スポットライト　他購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリング用ワックス購入の支出について
14,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
94,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊雑誌「健康教室」４～３月分購読料の支出について
12,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パジチョゴリ外購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外　購入の支出について
47,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外購入の支出について
55,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン　外　購入の支出について
147,646

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レインセンサー外購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 刊誌　健康教室購読料（４月～３月分及び増刊号）の支出について
11,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
22,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）購読料の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンター用インク　他　購入の支出について
47,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハングルマグネット　外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健」購読料（平成２８年４月～３月）の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インパクトドライバー外購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習ノート外購入の支出について
134,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛け布団　外　購入の支出について
196,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー購入の支出について
48,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スネアスタンド外購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童氏名ゴム印購入の支出について
11,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レターケース　他購入の支出について
12,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パウチフィルム　外　購入の支出について
356,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「学校給食」（４月～３月）外購入の支出について
24,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育技術」外（４～３月分）購入の支出について
83,939

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌健康教室の年間購読の支出について
8,903

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
169,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドピアノ用カバー外の購入の支出について
173,016



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」年間購読料　外の支出について
20,558

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「教育技術　小一」他購入の支出について
74,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蓚酸アルマイトボール　外　購入の支出について
121,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 採点ペン　外購入の支出について
78,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 民族楽器　外　購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」購入の支出について
11,869

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「実践障害児教育」外（４～３月）の支出について
22,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
95,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計購入の支出について
36,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 隔月刊「テルミ」購読料（４月～３月まで）の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 液晶ディスプレイ保護パネル　購入の支出について
386,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」外　購入の支出について
76,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空調機修繕部品の購入の支出について
95,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購入の支出について
8,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新編新しい国語三上教師用指導書研究編外購入の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクオルガン専用椅子　購入の支出について
219,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
160,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー購入の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炊飯器ほか購入の支出について
158,122

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂系調合塗料　外購入の支出について
182,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 員用図書「教育技術」　他購入の支出について
167,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 チンゴリ　外購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 配膳台購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 本棚の購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピートモス他購入の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物健康教室（４月～３月分）購入の支出について
8,229

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外　購入の支出について
158,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 成長の記録印刷の支出について
23,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 学校新聞（３学期分）印刷の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 百葉箱廻り柵補修工事の支出について
199,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南校舎手洗場の排水管通管工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室洗面器排水管漏水補修　工事の支出について
22,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館庇上裏塗装補修工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ６年１組教室窓ガラス補修　工事の支出について
16,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階男女トイレ窓枠取り換え工事の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレの排水管通管工事の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校長室内線電話機障害復旧工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修の支出について
198,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールサイド洗眼用水栓出水不良補修工事の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送アンプ修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　焼き物機　修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 空調機修理の支出について
79,704



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防球ネット修理の支出について
150,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室炊飯器内釜テフロン加工の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスマイク修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン　外　修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式防球ネット修理の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 移動式ミニバスケットスタンド修理の支出について
195,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 モニター付インターホン修理の支出について
145,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンタ修理の支出について
64,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機　修理の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アコーディオン修理の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 車椅子用段差解消機運搬の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 テレビ等リサイクル料外の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 テレビ等リサイクル料外の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 残土処理手数料の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 バスケットゴール解体・廃棄手数料の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ調律手数料の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書揮毫業務の支出について
16,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度卒業証書筆耕料の支出について
11,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の筆耕料の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
115,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託料　の支出について
38,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の剪定業務委託の支出について
344,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂床清掃及びワックス塗布　業務委託の支出について
51,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 英語授業業務委託の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 体育館外ワックス塗布業務委託の支出について
102,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎廊下等床剥離清掃作業外業務委託の支出について
81,387

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
46,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場外側溝及び会所清掃作業業務委託の支出について
141,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 排水管清掃業務委託の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 側溝、排水会所等清掃業務委託の支出について
439,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ボール外購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 紙折り機　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
155,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 レターケース　他購入の支出について
262,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン購入の支出について
158,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 糸鋸機械　購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 両袖机購入の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ　外　購入の支出について
190,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プレジデントチェア　購入の支出について
64,260



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 コンサートバスドラム外購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機の購入の支出について
165,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機の購入の支出について
321,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 シュレッダー購入の支出について
194,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
223,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
155,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「きんたろう」外購入の支出について
48,982

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「大きな絵本・にゃーご」外購入の支出について
309,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「おしりたんてい」外購入の支出について
390,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「豆しばみっけ！」外　購入の支出について
107,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「調べよう！はたらく犬たち」購入の支出について
7,983

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 救急バック　外　の購入の支出について
72,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがりの購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボタン外購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー購入の支出について
50,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手芸糸　外　購入の支出について
46,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 音楽教材ＣＤソフト　購入の支出について
40,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月）購入の支出について
8,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４月～３月発行分）の支出について
8,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 食育ニュース購読料の支出について
15,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書外　購入の支出について
36,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プレパラート外購入の支出について
84,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外　購入にかかる支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
66,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記号ラベル　ほか　購入の支出について
19,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラジオペンチ外購入の支出について
59,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルワイヤレス送信機　外の購入の支出について
1,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４～３月分）購入の支出について
8,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 下塗り塗料外購入の支出について
121,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」（４月～３月分）購入の支出について
8,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボード　ほか　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）の支出について
9,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
824,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 玉入れ用玉外　購入の支出について
64,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印　購入の支出について
25,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」４月～３月分購入の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手ろくろ　外　購入の支出について
245,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援の国語教材　外　購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（７～３月号）購入の支出について
6,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」購読料（４～３月分）の支出について
8,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「学校図書館」（４～３月分）外　購入の支出について
34,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール外購入の支出について
208,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健（４～３月分）他　購入の支出について
23,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印　購入の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）購読料の支出について
11,055
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）購入の支出について
9,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球ほか理科実験用消耗品購入の支出について
79,142

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌／健康教室　年間購読の支出について
8,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札製造の支出について
84,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４月～３月分）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
71,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰外の購入の支出について
56,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白上質紙　外　購入の支出について
6,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター弦セットほか購入の支出について
47,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成２９年度生徒手帳製造の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンサートトムトム　外　購入の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プレゼンテーション用マウス購入の支出について
13,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導用ＣＤ　購入の支出について
28,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用インクカートリッジ購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ジグソーの購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェギ（民族教材）外購入の支出について
39,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 暗幕カーテン　外　購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タッチペン　ほか　購入の支出について
60,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　購入の支出について
54,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊「健」４～３月分外購入の支出について
74,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 松葉杖外購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オックス生地　購入の支出について
9,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き　他　購入の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ボール　外　購入の支出について
168,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳製造の支出について
96,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷湿布外購入の支出について
13,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 研磨紙（技術科用）外の購入の支出について
96,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベッド用パッド外購入の支出について
31,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スケッチブック　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級活動用　水性マーカー　外　購入の支出について
108,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健」（４～３月分）外購入の支出について
32,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メタルハライドランプ　購入の支出について
23,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラープリンタ用トナーカートリッジ外購入の支出について
297,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌「健康教室」（４～３月分）購読料　の支出について
12,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 大阪市西区詳細地図　購入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外購入の支出について
174,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷インク外購入の支出について
199,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機マスター外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保育人形　外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 川砂　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 替刃　他　購入の支出について
273,223

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーガラス外購入の支出について
124,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマーカー外購入の支出について
35,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室」（４月～３月分）購入の支出について
11,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌　部落解放　購読料（４～３月分）の支出について
10,765
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 定期刊行物　健康教室（４～３月分）購入の支出について
11,508

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 炭素棒　外　購入の支出について
84,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 平成２８年度　卒業式次第　外　印刷の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 インターホン補修工事の支出について
199,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 多目的室窓ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 消防設備修繕工事の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス漏れ修繕の支出について
20,817

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室前廊下外蛍光灯器具取替補修工事の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット外修理の支出について
92,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ　外　楽器修理の支出について
54,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器（クラリネット外）修理の支出について
19,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
93,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電廃棄処理手数料の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 グランドピアノ４台他調律手数料の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ミシン調整の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 家電廃棄処理手数料の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 はっぴクリーニングの支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕の支出について
40,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書作成にかかる筆耕翻訳料の支出について
19,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書筆耕料の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校舎窓清掃業務委託の支出について
78,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラシックギター弦セットほか購入の支出について
84,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ポータブルワイヤレス送信機　外の購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ライン引き　他　購入の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル製版一体型印刷機　購入の支出について
340,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル外　購入にかかる支出について
289,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ヒナ段　購入の支出について
233,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 松葉杖外購入の支出について
127,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 グロッケン購入の支出について
110,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書購入の支出について
51,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「みかづき」外購入の支出について
35,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宇宙はきらめく」外購入の支出について
305,169

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「夜は短し歩けよ乙女」外　購入の支出について
136,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ミュージックベル外の購入の支出について
66,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 理科年表平成２９年他の購入の支出について
1,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 セキュリティーソフト　購入の支出について
72,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳印刷の支出について
114,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンチングナイフ　購入の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター他購入の支出について
53,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（２月分）　　　　　　　　　の支出について
141,096
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊生徒指導外購入の支出について
31,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印購入の支出について
25,509

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム他購入の支出について
25,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 舞台用金槌　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 マレットスタンド他購入の支出について
273,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 月刊誌健康りてらしい（４月～３月）購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 高校生活（冊子）印刷請負経費の支出について
31,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 入学の手引（冊子）印刷の支出について
43,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 校舎棟屋上テニスコート照明器具補修の支出について
168,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 渡り廊下照明器具補修・設置工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 緊急対応電話修理の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 家電リサイクル処理にかかる回収料外の支出について
24,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 家電リサイクル処理にかかる回収料外の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 はさみ刃研ぎ処理手数料の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　筆耕翻訳料 卒業証書の生徒名等の筆耕料の支出について
21,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市中央公会堂利用料金の支出について
274,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電波障害共架料の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 クラリネット購入の支出について
292,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
312,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 理科年表平成２９年他の購入の支出について
81,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ブックエンド購入の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ロッカー購入の支出について
31,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 化成肥料　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 カラー給食用栄養白板　外　購入の支出について
44,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂　舞台設備補修工事の支出について
669,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北通用門開閉ネット補修工事の支出について
126,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送室カーペット貼替工事の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南校舎庇裏亀裂及び外壁防水補修工事の支出について
464,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北校舎漏水補修工事の支出について
480,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 既設バックネット撤去及び防球ネット新設工事の支出について
798,498

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室照明器具取替工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南門周辺側溝・土間補修工事の支出について
803,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽　補修工事の支出について
864,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館自火報設備補修工事の支出について
465,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場防球フェンス補修工事の支出について
570,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室前庇側面角部補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関庇漏水補修工事の支出について
626,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 インターホン取替工事の支出について
351,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室コンセント配線　外　工事の支出について
144,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 コンクリートブロック塀補修工事の支出について
598,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂屋上プールテント　補修工事の支出について
305,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 門扉周り補修工事の支出について
955,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外階段外壁危険箇所補修工事の支出について
496,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室内照明器具取替補修工事の支出について
302,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台設備補修工事の支出について
388,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
935,280
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館舞台設備補修工事の支出について
553,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 渡り廊下屋上防水補修工事の支出について
850,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
180,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館玄関ホール・廊下雨漏り補修工事の支出について
874,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコン取替補修工事の支出について
918,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西門門扉補修工事の支出について
209,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 庇補修工事の支出について
313,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具更新工事の支出について
432,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防用設備補修工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 埋設消火管漏水補修外工事の支出について
940,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室勝手口補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 南館屋上　防水工事の支出について
896,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
3,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関ホール外照明器具取替工事の支出について
479,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館屋根補修工事の支出について
350,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 トイレ排水管通管補修工事の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ４階プレイルーム漏水補修工事の支出について
874,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上南西面ブロック落下防止　設置工事の支出について
982,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館身体障害者トイレ補修及び扉取付工事の支出について
291,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西・南校舎縦樋ドレン補修工事の支出について
662,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 西校舎東面外壁漏水補修工事の支出について
572,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 格技室　畳入替設置工事の支出について
272,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 北門脇戸の門扉取替え工事の支出について
370,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外壁補修工事の支出について
662,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　備品修繕料 回転釜の修理の支出について
8,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 液晶プロジェクター設置工事の支出について
558,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 図工室改修工事の支出について
739,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 ガス栓設置ガス設備工事の支出について
999,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
773,386

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
674,952

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
530,485

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
607,045

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,550

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,260

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
5,770

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
590

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
4,436

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
37,176

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
868
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
3,580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
432

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
380

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
60,790

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
2,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
248,558

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
30,780

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
9,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
19,510

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　１月分）の支出について
1,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
9,430

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　２月分）の支出について
676,988

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
61,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
61,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
26,303,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
31,400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期
67,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
62,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期
62,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
146,541,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
67,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期
46,600

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
62,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
65,818,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月21日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第４期について
11,363,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
401,808

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
163,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

平成29年03月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
82,924

消防局 総務課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（１月分）
12,211

消防局 総務課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 平成２９年大阪市消防出初式用　消防出初式撮影等及び記録映像制作業務委託経費の支出について
631,800

消防局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　掃除用洗剤Ａほか１０点の購入経費の支出について
229,986

消防局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 平成２９年消防記念日表彰式用　表彰額ほか１点の購入経費の支出について
410,130

消防局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（１月分）
330,192

消防局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害備蓄用食糧（クラッカー）ほか２点の購入及び同経費の支出について
975,175

消防局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の再支出について（平成28年度機関委託研修）
7,180

消防局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 企画課用　管外出張旅費の支出について（東京消防庁視察）
28,500

消防局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 消防記念日表彰式用　名簿の印刷経費の支出について
65,340

消防局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（消防局１月分）
2,678

消防局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（消防局）の支出について（２月分）
8,106

消防局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（１月分）
2,964

消防局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 事務連絡用　郵便切手２８０円ほか９点の購入経費の支出について
160,550

消防局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（消防局１月分）
5,000

消防局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料金（消防局１月分）に伴う経費の支出について
16,000

消防局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（１月分）
142,940

消防局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　表彰楯の購入経費の支出について
648,000

消防局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（アコーツ千代崎７０２号室）の支出について（消防局２月分）
2,702
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消防局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ３０３号室・４０４号室）の支出について（消防局２月分）
5,404

消防局 総務課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（第19回全国消防救助シンポジウム）
57,680

消防局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　付箋Ａほか８点の購入経費の支出について
210,438

消防局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（２月分）
33,524

消防局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（２月分）
218,318

消防局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成２８年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託経費の支出について（２月分）
445,500

消防局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎清掃業務委託　長期継続の経費の支出について（２月分）
604,260

消防局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（第２井筒マンション４０５号室・小川ハイツ６０３号室）の支出について（消防局２月分）
5,404

消防局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 規制課用　管外出張旅費の支出について（平成28年度石油コンビナート事務担当者研修会・都道府県及び指定都市危険物規制事務担当者会議）
29,240

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
47,935

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（２月分）
228,928

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（２月分）
98,362

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
1,080

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 文書管理用　平成２８年度大阪市消防局文書等逓送業務委託（長期継続）の経費の支出について（2月分）
354,024

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　管理費
9,920

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２８年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について
2,648,887

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
4,144

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
3,240

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）　運営費
2,950

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 警防業務用　産業廃棄物（廃油）収集運搬処理業務委託並びに同経費の支出について
49,572

消防局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用及び救急安心センタ－業務用　平成２８年度消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について
31,488

消防局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見２０１号室）の支出について（消防局２月分）
2,702

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
4,267

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 人事課用　管外出張旅費の支出について（平成29年度消防庁等への職員派遣に係る勤務条件等の調整会議）
60,660

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 予防課用　管外出張旅費の支出について（大規模倉庫火災に伴う予防委員会の現地調査）
29,240

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（２月分）
32,400

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
4,267

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　委嘱状郵送に伴う経費の支出について
115,254

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（２月分）の支出について
162,400

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　大阪市消防局庁舎ほか８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（２月分）の支出について（単価契約）
230,230

消防局 総務課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（２月分）
8,534

消防局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 市民等表彰用　表彰状印刷経費の支出について
24,321

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
12,527

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
24,967

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（平成29年度緊急消防援助隊ブロック訓練に係る空中消火に関するヒアリング）
29,640

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（総務課ほか５台）の経費の支出について（２月分）
143,931

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
169,362

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 災害活動支援隊用　退任表彰者への表彰楯及び関係書類の送付に係る経費の支出について
19,080

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（情報システム課外５台）の経費の支出について（２月分）
89,773

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　自動車損害共済費の支出について（平成２８年度　新車１４台分）
20,307

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　自動車損害共済費の支出について（平成２８年度　新車５台分）
11,535

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 消防活動用　自動車損害共済費の支出について（平成２８年度　新車１９台分）
64,327

消防局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室電気料金の支出について（２月分）
157,357

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　地方公共団体契約実務の要点（追録８２－８３号）の購入経費の支出について
4,502

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（施設課Ａ２）の経費の支出について（２月分）
23,922

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員用　煎茶の購入経費の支出について
12,420

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（２月分）
315,085
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消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（２月分）
198,779

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（局３階広報パソコン）の支出について（２月分）
5,367

消防局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（消防局２月分）
24,792

消防局 人事課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　賞賜金 職員表彰用　局是記章（明光章）（その２）購入経費の支出について
390,096

消防局 人事課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　視聴覚教材（DVD）Ａほか５点購入経費の支出について
311,040

消防局 人事課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員衛生管理用　消防庁舎衛生害虫生息調査業務委託経費の支出について
145,800

消防局 人事課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 職員健康管理用　平成28年度ＨＢワクチン接種等業務委託経費の支出について
3,708,774

消防局 人事課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　DVD-R購入経費の支出について
2,548

消防局 人事課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 衛生管理用「消防職員のための惨事ストレスの理解と予防（ステップアップ）」研修会受講費の支出について
4,000

消防局 人事課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 職員管理用　大阪市非常勤職員公務災害等補償条例第１９条第１項に基づく主治医照会にかかる経費の支出について
9,284

消防局 人事課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 衛生管理用　平成２８年度雇入れ時健康診断業務委託（概算契約）経費の支出について
676,296

消防局 施設課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　淀川消防署待機室その他改修機械設備工事の前払金の支出について
1,510,000

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
121,068

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
60,696

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署ほか５か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
324,000

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
220,320

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　カラープリンターの購入経費の支出について
130,140

消防局 施設課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　水上消防署クレーン年次点検業務委託の経費の支出について
74,304

消防局 施設課 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　東淀川消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
61,560

消防局 施設課 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
61,020

消防局 施設課 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（１月分）
3,135,888

消防局 施設課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　平野消防署長吉出張所空調機修理の経費の支出について
462,240

消防局 施設課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 役務費　手数料 城東消防署建設工事にかかる危険物屋内貯蔵所許可申請手数料の支出について
20,000

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（１月分）
57,604

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（12月追加分）
2,890

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（１月分）
2,561,353

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（１月分）
1,000,509

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（１月分）
167,851

消防局 施設課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東住吉消防署訓練棟塗装改修工事の経費の支出について（完成金）
2,239,520

消防局 施設課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（１月分）
408,024

消防局 施設課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　高度専門教育訓練センター教官室その他照明設備改修工事前払金の支出について
710,000

消防局 施設課 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 災害活動用　操縦士用革手袋の購入経費の支出について
49,680

消防局 施設課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（１月分）
778,924

消防局 施設課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 災害対応用　住之江消防署南港出張所クレーン年次点検業務委託の経費の支出について
70,200

消防局 施設課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 庁舎整備用　東淀川消防署西淡路出張所蓄電池改修工事の経費の支出について
246,240

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　発電機用揮発油の購入経費の支出について
30,240

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　生野消防署巽出張所オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
226,800

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　航空隊オーバーヘッドドア補修工事の経費の支出について
367,200

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服ズボンの購入経費の支出について
63,936

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　制服用名札の購入経費の支出について（第２納期分）
28,080

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服上衣ほか１点の購入経費の支出について
1,244,808

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　盛夏用救助服の購入経費の支出について
38,016

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（３月分）
370,734

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（３月分）
6,200

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（３月分）
105,024

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（１月分）
1,391,424

消防局 施設課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　船艇隊用防水衣の購入経費の支出について
158,004
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消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ガス警報器Ａほか２点の購入経費の支出について
225,720

消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用夏服上衣ほか１点の購入経費の支出について
210,060

消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　夏服ズボンの購入経費の支出について
562,701

消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　活動服上衣Ｂほか２点の購入経費の支出について
9,042,386

消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　女性用活動服上衣Ｂほか２点の購入経費の支出について
286,200

消防局 施設課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　被服費 消防職員用　雨衣上衣ほか１点の購入経費の支出について
14,017,428

消防局 施設課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　浪速消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
60,696

消防局 施設課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　水上消防署エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
61,020

消防局 施設課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　西成消防署ほか５か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
324,000

消防局 施設課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
121,068

消防局 施設課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　消防局（西消防署併設）ほか３か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
408,024

消防局 施設課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　北消防署受変電設備その他改修工事設計業務委託の経費の支出について
1,166,400

消防局 施設課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　発電機Ａほか４点の購入経費の支出について
29,376

消防局 施設課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　発電機Ａほか４点の購入経費の支出について
1,084,320

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　食器乾燥機ほか１２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
599,832

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　小型ガス給湯器Ａほか３点の購入経費及びリサイクル料の支出について
68,040

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　小型ガス給湯器Ａほか３点の購入経費及びリサイクル料の支出について
12,960

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　食器乾燥機ほか１２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
63,504

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成28年度北消防署ほか４５か所貯水槽清掃業務委託の経費の支出について
1,285,200

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成28年度都島消防署ほか９か所地下貯蔵タンク及び附属地下埋設配管漏洩点検等業務委託の経費の支出について
733,320

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　鶴見消防署ほか１か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（２月分）
220,320

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　小型ガス給湯器Ａほか３点の購入経費及びリサイクル料の支出について
545,400

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　食器乾燥機ほか１２点の購入経費及びリサイクル料の支出について
415,908

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　被服費 災害活動用　機関員用ゴム長靴の購入経費の支出について
908,226

消防局 施設課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 災害対応用　水上消防署クレーン性能検査の経費の支出について
28,700

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　小型ガス給湯器ほか１点の購入経費及びリサイクル料の支出について
30,240

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　事務用椅子Ａほか３点の購入経費の支出について
324,000

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　洗濯機ほか５点の購入経費及びリサイクル料の支出について
196,674

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　洗濯機ほか５点の購入経費及びリサイクル料の支出について
14,580

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 庁舎管理用　小型ガス給湯器ほか１点の購入経費及びリサイクル料の支出について
7,452

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（３月分）
21,344

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 庁舎管理用　消防局庁舎用地賃借料の支出について（平成28年度分）
42,508,527

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　ダストカートの購入経費の支出について
154,872

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　小型ガス給湯器ほか１点の購入経費及びリサイクル料の支出について
332,748

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　庁用器具費 庁舎管理用　洗濯機ほか５点の購入経費及びリサイクル料の支出について
135,384

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第４四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（２月分）
219,456

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（２月分）
64,449

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（２月分）
1,391,424

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（２月分）
773,686

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（２月分）
2,308,681

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第４四半期に係る経費の支出について（２月分）
4,479,840

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（２月分）
143,888

消防局 施設課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（２月分）
129,600

消防局 予防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防普及啓発用　春の火災予防運動用防火ポスター（Ｂ３判）ほか２点印刷経費の支出について
115,797

消防局 予防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　静電気防止用安全靴の購入経費の支出について
3,672

消防局 予防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　北川式ガス検知管Ａほか１点の購入経費の支出について
134,784

消防局 予防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 火災調査用　デジタルカメラ一式の購入経費の支出について
503,949
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消防局 予防課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　ボールペンほか８点の購入経費の支出について
40,107

消防局 予防課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 阿倍野防災センター用　第３回大阪市立阿倍野防災センターリニューアル基本計画検討有識者会議委員報酬の支払いについて
69,892

消防局 予防課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　密閉形ニッケル・水素蓄電池ほか４点の購入経費の支出について
137,060

消防局 予防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火・防災研修用　訓練用水消火器（その２）の買入経費の支出について
763,830

消防局 予防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　胴付長靴の買入経費の支出について
52,056

消防局 予防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　放火監視機器専用放火監視センサーの購入経費の支出について
410,400

消防局 予防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 理化学試験用及び燃焼実験用　キャピラリーカラムほか１２点の購入経費の支出について
179,668

消防局 予防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　検査対象物関係資料綴の購入経費の支出について
142,506

消防局 予防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　折りたたみテーブルの購入経費の支出について
5,972

消防局 予防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　ラミネートフィルムほか３点の購入経費の支出について
97,545

消防局 予防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防災体制助長用　自主防災指導業務委託経費の支出について（平成２９年２月分）
14,643,000

消防局 予防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 自主防火管理体制促進用　消防訓練指導業務委託経費の支出について（２月分）
11,934,000

消防局 予防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　作業上着ほか２点の購入経費の支出について
29,592

消防局 予防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 火災予防普及用　住宅火災予防パンフレット印刷経費の支出について
567,000

消防局 予防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 防火管理等講習事業用　（甲・乙種）防火管理講習受講申込書ほか２点の作成経費の支出について
127,759

消防局 予防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用　実況見分用マグネットステッカーの印刷にかかる経費の支出について
196,827

消防局 予防課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ポータブルカーナビゲーションの買入経費の支出について
66,528

消防局 予防課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 火災予防啓発用　手押し台車ほか１点買入経費の支出について
107,460

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（平成29年2月分）
149,071

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（平成29年2月分）
8,519

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（平成29年2月分）
17,475

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防啓発用　展示（クロス）パネルほか８点買入経費の支出について
1,165,320

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）平成28年度清掃業務委託経費の支出について（平成29年2月分）
38,560

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 業務代行用　平成28年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
7,884,916

消防局 予防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 火災予防啓発用　展示（クロス）パネルほか８点買入経費の支出について
410,400

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（２月分）
759,700

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火管理等講習事業用　消火器操作訓練用機器（防災館仕様）の買入経費の支出について
58,320

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　立入検査用第２種保安帽の購入経費の支出について
51,408

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎管理用　阿倍野防災センターネットワーク用プロキシサーバー修繕
162,000

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 火災予防普及啓発用　アンケート郵送料の支出について（２月分）
536

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 火災調査教養用　自動車の借入経費の支出について
64,800

消防局 予防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 火災調査用資器材搬送用バックの購入経費の支出について
25,380

消防局 規制課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務参考用　新耐火防火構造・材料等便覧追録８８５号ほか２点の購入経費の支出について
20,765

消防局 規制課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 規制課事務用　再生上質紙Ａほか１点の購入に係る経費の支出について
85,212

消防局 規制課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 危険物関係業務用　安全弁試験装置の購入経費の支出について
396,036

消防局 警防課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 初動消防活動支援システム用　機能点検業務委託経費の支出について
194,400

消防局 警防課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 初動消防活動支援システム用　地震観測機器点検業務委託経費の支出について
237,060

消防局 警防課 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　大型油圧救助器具の購入経費の支出について
16,567,200

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　災害活動支援隊定期訓練（平成２８年度大阪市震災総合訓練）参加に伴う報酬の支出について
1,484,787

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 航空隊活動用　ベスト型救助縛帯ほか１点の購入経費の支出について
602,640

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　吸管（呼称７５×８ｍ）買入の経費の支出について
278,640

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（１月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 航空隊活動用　小型ビデオカメラの購入経費の支出について
86,545

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防活動用　無線局免許申請手数料の支出について
58,850

消防局 警防課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防活動用　無線局（携帯局）免許申請手数料の支出について
3,050

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　救命浮環（その２）の購入経費の支出について
110,700

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（１月分）
7,116
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消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（１月分）
3,240

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（２月分）
29,756

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（２月分）
316,969

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（２月分）
1,031,918

消防局 警防課 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（４）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（１２月分）
54,000

消防局 警防課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車整備用自動車変更登録・一時抹消登録手数料の支出について
26,250

消防局 警防課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 初動消防活動支援システム用　コンピュータ機器点検業務委託経費の支出について
108,000

消防局 警防課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（２月分）
175,532

消防局 警防課 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 消防活動用自走放水砲保守点検整備業務委託の経費の支出について
1,587,600

消防局 警防課 平成29年03月09日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 委託料　委託料 警防訓練用　模擬家屋訓練施設（移動式）設置工事監理業務委託経費の支出について
1,827,360

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　活動服上衣（災害活動支援隊用）ほか１点の購入経費の支出について
738,720

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　ジャンパー（災害活動支援隊用）の購入経費の支出について
307,800

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　ベルトほか１点の購入経費の支出について
69,120

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　活動帽（災害活動支援隊用）の購入経費の支出について
172,800

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　日本の空港　追録101号の購入経費の支出について
7,820

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　防塵メガネの購入経費の支出について
282,744

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体保護カバーの製造及び同経費の支出について
1,563,840

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 救急活動用　メインストレッチャー修繕の経費の支出について
3,680,175

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ２９５）ほか５台の車両整備業務委託に係る経費支出について（１月分）
133,738

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）に係る経費支出について（２月分）
1,824,917

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 消防活動用　署設備用無線機及び携帯無線機買入に伴う中間検査（400MHz）
72,160

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 ヘリコプターテレビ電送システム製造に伴う地上設備の中間検査旅費の支出について
68,600

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 委託料　委託料 阿倍野区阪南町防災空間地質調査業務委託の経費の支出について
534,600

消防局 警防課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（所轄指揮車）買入の経費の支出について
17,334,000

消防局 警防課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　損害保険料 自動車検査用　小型タンク車構造等変更検査自動車損害賠償責任保険料１台分に係る経費の支出について
6,950

消防局 警防課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成２８年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）に係る経費支出について（２月分）
4,710,517

消防局 警防課 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用トレーラーヒッチ買入の経費の支出について
56,160

消防局 警防課 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用自動車用電球ほか６点（２）買入経費の支出について
38,080

消防局 警防課 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 消防活動用消防救助艇廃船処理業務委託の経費の支出について
18,900

消防局 警防課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 高圧ガス容器（継目なし容器）及び附属品再検査業務委託（概算契約）の経費の支出について（１１・１２月分）
139,320

消防局 警防課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用ウォーターカッター車の特殊装置保守点検整備業務委託に係る経費支出について
728,568

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　装備品管理バックの購入経費の支出について
388,573

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　航空路誌改訂版０９８号ほか１点の購入経費の支出について
7,180

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　携帯拡声器の購入経費の支出について
356,832

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　指揮者用合成紙ほか１点の印刷経費の支出について
84,456

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 ヘリコプター運航用　区分航空図Ａほか13点の購入経費の支出について
203,148

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　有毒ガス検知器（ＧＸ－２００３）用可燃性ガスセンサーほか３点の購入経費の支出について
135,540

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　合成紙Ａ４の購入経費の支出について
38,232

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車検査用　小型タンク車構造等変更検査重量税・手数料１台分の経費の支出について
2,100

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 ヘリコプター操縦士用　フライトシミュレーター訓練業務委託の経費の支出について
835,920

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ヘリコプター運航用　航空気象情報支援機器一式の借入経費の支出について（２月分）
280,800

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 公課費　公課費 自動車検査用　小型タンク車構造等変更検査重量税・手数料１台分の経費の支出について
57,400

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 旅費　普通旅費 起震車（地震体験車）買入に伴う完成検査出張旅費の支出について
73,000

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 工事請負費　新規工事費 警防訓練用　模擬家屋訓練施設（移動式）設置工事経費の支出について（完成金）
55,159,880

消防局 警防課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 工事請負費　改修工事費 ヘリコプター補修用　救助ホイストの分解点検整備の実施にかかる経費の支出について
9,769,357

消防局 警防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　インクカートリッジＡほか３点の購入に係る経費の支出について
6,890

消防局 警防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用　救急車新規登録リサイクル料金１４台分の経費の支出について
199,920
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消防局 警防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（Ｐ６７）の車両整備業務委託に係る経費支出について（１月分）
10,519

消防局 警防課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 消防活動用　陽圧型化学防護服の購入経費の支出について
4,769,280

消防局 警防課 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁内情報利用プリンタ用　トナーカートリッジほか１点（消防局）買入経費の支出について
4,356,072

消防局 警防課 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　多機能プライヤーの購入経費の支出について
760,320

消防局 警防課 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　感染防止用紙マスクの購入経費の支出について
73,440

消防局 警防課 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　チェーンソーほか１点の購入経費の支出について
151,200

消防局 警防課 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　チェーンソーほか１点の購入経費の支出について
308,880

消防局 警防課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用　救助車（その１）新規登録リサイクル料金１台分の経費の支出について
12,190

消防局 警防課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用　所轄指揮車新規登録リサイクル料金５台分の経費の支出について
47,700

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
14,796

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２６年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
655,797

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２５年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,203,729

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（２月分）
745,092

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成24年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
468,970

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　車両番号表示シールＡほか２点の購入経費の支出について
19,980

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　大阪市緊急通報システム（NET119）サービスの利用料の支出について（２月分）
183,600

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２８年度２５００分１精度地図データ借入に係る経費の支出について（２月分）
1,275,264

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　業務用端末等一式長期借入経費の支出について（２月分）
1,132,380

消防局 警防課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　平成２８年度１万分１精度地図データほか２点借入に係る経費の支出について（２月分）
216,000

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　機械事故（印刷機）事案対応研修に伴う講師報償金の支出について
29,640

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　航空路誌改訂版０９９号ほか１点の購入経費の支出について
7,180

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報ネットワーク用　庁内情報利用パソコンの修理（２）にかかる経費の支出について
42,714

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（２月分）
477,090

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　水難救助用保安帽の購入経費の支出について
66,096

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　防爆・防水携帯投光器の購入経費の支出について
2,138,400

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　コンクリートバイブレーターの購入及び同経費の支出について
38,340

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　安全ベルトの購入経費の支出について
1,731,996

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 ヘリコプター整備用　電源車点検整備の実施にかかる経費の支出について
1,487,160

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　船車修繕料 ヘリコプター整備用　ヘリコプター用エンジン（アリエル２Ｃ）洗浄の実施にかかる経費の支出について
9,684,792

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助訓練用　訓練用人形の購入経費の支出について
1,468,800

消防局 警防課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　エアージャッキの購入経費の支出について
8,510,400

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 警防活動用及び災害活動支援隊用　消防手袋の購入経費の支出について
242,136

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　救助隊員用感染防止衣（上衣）ほか１点の購入経費の支出について
444,204

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用及び災害活動支援隊用　消防手袋の購入経費の支出について
14,219,118

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用救助車ウインチ修繕の経費の支出について
331,020

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用トーイングトラクター定期点検整備（２）業務委託の経費の支出について
14,644

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 役務費　手数料 消防活動用　無線局(携帯局・携帯基地局)変更検査手数料の支出について
4,900

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（小型タンク車）製造の経費支出について
217,728,000

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（救助車：ＣＤ－１型仕様）その２製造の経費の支出について
46,548,000

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（救助車：ＣＤ－１型仕様）その１製造の経費の支出について
22,140,000

消防局 警防課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　消防自動車（中型タンク車）製造の経費の支出について
184,680,000

消防局 警防課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　紙巻鉛筆Ａほか３点の購入経費の支出について
142,560

消防局 警防課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防情報システム用　消防情報システムネットワークにかかる通信サービスの提供にかかる回線利用料の支出について（２月分）
1,047,600

消防局 警防課 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用重機等特定自主検査整備業務委託の経費の支出について
133,020

消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（２月分）
3,240

消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 自動車登録用　化学車等新規登録リサイクル料金３台分の経費の支出について
39,750

消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　消防車（ＳＴ１５５）の車両整備業務委託に係る経費支出について（２月分）
99,277
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消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）ほか１台の車両整備業務委託に係る経費支出について（２月分）
49,863

消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 警防訓練用　薪の購入経費の支出について
320,112

消防局 警防課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 消防活動用　５トンフォークリフト買入の経費支出について
4,698,000

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　副署長（警防担当）研修における市民対応研修経費の支出について
45,880

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　装備品管理バック（その２）の購入経費の支出について
63,795

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 災害活動支援隊用　防塵マスクの購入経費の支出について
79,380

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防情報システム用　図面管理端末用プリンタ用トナーカートリッジ（イエロー）ほか２８点買入に係る経費の支出について
10,584,000

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　生コンクリートの購入及び同経費の支出について
66,096

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　電動式削岩機用先端工具Ａほか１点の購入及び同経費の支出について
31,968

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　消防水利標識板の購入及び同経費の支出について
64,800

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　パイプサポートほか３点の購入経費の支出について
95,580

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　熱画像直視装置用バッテリーの購入経費の支出について
125,280

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　電子制御式小型ウインチ用ワイヤーロープの購入経費の支出について
6,480

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　土木施工単価ほか１点の購入及び同経費の支出について
23,760

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ビニールテープＡほか６点の購入経費の支出について
19,278

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 消防活動用　インクジェット複合機ほか４点の購入に係る経費の支出について
52,920

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　印刷製本費 消防情報システム用　警防地図印刷に係る経費の支出について
497,790

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（３月分）
29,756

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（Ｘｉ）回線使用料の支出について（２月分）
122,040

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理（ＦＯＭＡ）回線使用料の支出について（２月分）
38,880

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報、救急医療、非常参集・気象システム用　回線使用料に係る経費の支出について（２月分）
20,162

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（２月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（２月分）
603,180

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送（ネットワーク）回線使用料の経費の支出について（２月分）
10,080

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（２月分）
7,116

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　ｅメール１１９運用サービスの回線料（ＯＣＮ・プロバイダー料）の支出について（２月分）
17,280

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　発信地システム使用料の支出について（２月分）
519,674

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用回線（ＮＴＴ）利用料の支出について（２月分）
1,551,465

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　消防車両動態管理システム用回線使用料（２月分）の支出について
94,964

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（タブレット型）データ通信料の支出について（２月分）
108,100

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送プロバイダ使用料の経費の支出について（２月分）
10,584

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　映像伝送回線使用料の経費の支出について（２月分）
5,832

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　車載端末装置（固定型）データ通信料の支出について（２月分）
431,452

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用　回線使用料（航空隊用）に係る経費の支出について（２月分）
5,367

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（２月分）
62,473

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救助活動用　ガスクロマトグラフ質量分析装置の点検業務委託経費の支出について
302,400

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 警防活動用　産業廃棄物（廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず）回収処理業務委託経費の支出について
43,027

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 救助活動用　人命救助用担架（その２）の購入経費の支出について
140,400

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 警防活動用　平ホース（呼称４０×２０ｍ）買入経費の支出について
8,930,952

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 大震火災対策事業用　可搬式ポンプ収納庫（その６）購入及び同経費の支出について
205,200

消防局 警防課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　自動車購入費 救急活動用　救急自動車買入に係る経費の支出について
215,287,200

消防局 司令課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防業務用　登録局対応携帯デジタル無線機用バッテリーほか２点の購入経費の支出について
226,476

消防局 司令課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　キャップ磁石の購入経費の支出について
7,560

消防局 司令課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　おりたたみコンテナの購入経費の支出について
17,301

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　高度専門教育（上級救助研修）に伴う講師報償金の支出について
23,280

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　特別旅費 委託研修用　消防大学校　新任教官科（第10期）受講に係る旅費の支出について
50,110

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 職員資格取得用　第２種放射線取扱主任者免状交付申請費用に係る経費の支出について
3,500
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費にかかる支出について
13,061

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　訓練センターバスのタイヤ交換に伴う経費の支出について
109,080

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,630

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
5,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費にかかる支出について
125,715

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 高度専門教育訓練センター研修用　定置式空気充填機定期自主検査の業務委託経費の支出について
893,916

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 救急教育用　電動式吸引器の購入経費の支出について
380,700

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 資格取得用　小型船舶操縦士免許更新及び失効再交付講習経費の支出について
31,500

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 資格取得用　小型船舶操縦士免許更新及び失効再交付講習経費の支出について
173,700

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　乗用草刈機の購入経費の支出について
723,600

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報償費　報償金 職員研修用　火災調査研修（第23期・第24期）「火災の燃焼理論」に係る講師報償金の支出について
58,530

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　災害対応多目的車（ＲＥ２３）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
63,828

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　訓練センター司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
68,418

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　訓練センターバスの継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
152,442

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 職員研修用　油性マーカーペン（黒）ほか４点の購入経費の支出について
35,380

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 職員研修用　上級救助研修に伴う救出訓練用車両借入経費の支出について
64,800

消防局 北消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　梅田出張所配管洗浄作業に伴う経費の支出について
22,140

消防局 北消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点買入経費の支出について
38,233

消防局 北消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　ポートパワー修理経費の支出について
42,120

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,744

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,671

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,508

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,000

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,308

消防局 北消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,644

消防局 北消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　デジタル無線機（北指揮１）ほか１台修理に伴う経費の支出について
141,955

消防局 北消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
31,860

消防局 北消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメータ修理に伴う経費の支出について
19,980

消防局 北消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　インパクトドライバー買入に伴う経費の支出について
10,800

消防局 北消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（２月分）経費の支出について
21,327

消防局 北消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自転車買入に伴う経費の支出について
183,791

消防局 北消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,780

消防局 北消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　大淀町救急車（Ａ３９７）エンジンオイル交換伴う経費の支出について
5,940

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか６点買入に伴う経費の支出について
199,627

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか６点買入（２）に伴う経費の支出について
126,543

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　本署救助工作車（ＢＲ１１）エアコン修理経費の支出について
66,960

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　発電機修理に伴う経費の支出について
12,117

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器用減圧器ほか３点修理に伴う経費の支出について
101,044

消防局 北消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３０）ほか１台の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
18,414

消防局 北消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　南森町救急車（Ａ３８２）エキゾーストパイプ修理に伴う経費の支出について
122,537

消防局 北消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梅田高所活動車（ＬＴ３）バケット修理経費の支出について
17,280

消防局 都島消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか６点の買入及び同経費の支出について
141,480

消防局 都島消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　セロハンテープほか１６点買入及び同経費の支出について
94,278

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
324

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,350

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,655



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,332

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　都島救急車（Ａ３５５）ほか１台エンジンオイル交換（第２期）経費の支出について
11,880

消防局 都島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,009

消防局 都島消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　折り畳みコンテナの買入経費の支出について
60,048

消防局 都島消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　平成２９年春の火災予防運動街頭広報に伴う会場設営撤去業務委託経費の支出について
51,181

消防局 都島消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,980

消防局 都島消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（２月分）
12,518

消防局 都島消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３４５）バッテリー交換経費の支出について
29,160

消防局 都島消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　都島司令車の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
16,200

消防局 都島消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　垂木ほか３点の買入経費の支出について
129,600

消防局 都島消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　ダイバーズウォッチの修理経費の支出について
37,584

消防局 都島消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　都島救助器材車（ＲＥ７）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出につて
22,518

消防局 福島消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ブックエンド買入経費の支出について
30,780

消防局 福島消防署 平成29年03月02日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　ウエットティッシュ買入に伴う経費の支出について
25,920

消防局 福島消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３８）ほか１台の継続検査整備業務委託経費の支出について
42,174

消防局 福島消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　可燃性ガス測定器修理経費の支出について
12,528

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,662

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,095

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
972

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
92

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,749

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,916

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１９）の継続検査整備業務委託経費の支出について
20,574

消防局 福島消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助資器材車（ＲＥ１９）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
7,074

消防局 福島消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費支出について
14,991

消防局 福島消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体しめひもほか２点買入経費の支出について
11,890

消防局 福島消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
2,170

消防局 福島消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６７）タイヤ交換経費の支出について
51,840

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,744

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,882

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,907

消防局 此花消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

消防局 此花消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４３）及び所轄指揮車（ＣＣ３３４）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
20,304

消防局 此花消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 予防業務用　自転車ほか１点の買入経費の支出について
72,756

消防局 此花消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　桜島出張所ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
22,680

消防局 此花消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５７）ラジエータヒータユニット等取替修理に伴う経費の支出について
86,691

消防局 此花消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ４３）タイヤ交換に伴う経費の支出について
28,080

消防局 此花消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　ボックスコンテナの買入経費の支出について
12,960

消防局 此花消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用締め紐ほか４点買入に伴う経費の支出について
45,252

消防局 此花消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
18,977

消防局 此花消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
24,720

消防局 此花消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ラベルライター用テープＡほか７点の買入経費の支出について
35,856

消防局 此花消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　食器用洗剤ほか６点の買入経費の支出について
28,129

消防局 此花消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　有毒ガス検知測定器修理に伴う経費の支出について
27,000

消防局 此花消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（４基）修理に伴う経費の支出について
126,576
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消防局 此花消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　化学車（Ｃ７）継続検査に伴うＰＴＯソレノイドバルブ交換等車両整備業務委託経費の支出について
167,691

消防局 此花消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
16,632

消防局 此花消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
246

消防局 此花消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８３）右前輪ハブボルト取替等修理に伴う経費の支出について
35,500

消防局 中央消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 警防活動用　現場外とう乾燥機修理に伴う経費の支出について
47,132

消防局 中央消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　遠距離大量送水装置リフターのバッテリー　買入に伴う経費の支出について
19,440

消防局 中央消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署道頓堀出張所分電盤修理に伴う経費の支出について
89,316

消防局 中央消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器 肩パッドほか３点買入に伴う経費の支出について
39,733

消防局 中央消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
698

消防局 中央消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,266

消防局 中央消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 中央消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 中央消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器左肩ベルトほか５点買入に伴う経費の支出について
31,460

消防局 中央消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）（本署）
17,492

消防局 中央消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について（上町出張所）
5,028

消防局 中央消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０５）ほか１台の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
20,736

消防局 中央消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
15,770

消防局 中央消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器ユニットほか１点修理に伴う経費の支出について
141,912

消防局 中央消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理（２）に伴う経費の支出について
16,200

消防局 中央消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４８②）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
22,140

消防局 西消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）車幅灯球交換に伴う経費の支出について
8,758

消防局 西消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９２）ラジエターほか１点修理に伴う経費の支出について
197,596

消防局 西消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　写真用紙Ａほか１点買入及び経費の支出について
49,161

消防局 西消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（新町１４）修理及び経費の支出について
36,720

消防局 西消防署 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理及び経費の支出について
13,726

消防局 西消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用 面体締めひも買入に伴う経費の支出について
9,234

消防局 西消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素流量計修理及び経費の支出について
19,440

消防局 西消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,542

消防局 西消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
556

消防局 西消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,116

消防局 西消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,766

消防局 西消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 西消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）に係る経費の支出について
22,038

消防局 西消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
27,300

消防局 西消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,660

消防局 西消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
15,595

消防局 西消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
1,188

消防局 西消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０３）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
10,886

消防局 西消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車(ＰＩ５０３)の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
23,706

消防局 港消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体しめ紐の買入経費の支出について
14,256

消防局 港消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０４）ほか１台のタイヤ交換経費の支出について
77,760

消防局 港消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ１６）タイヤ交換経費の支出について
159,840

消防局 港消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,831

消防局 港消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 一般業務用　シュレッダー修理経費の支出について
19,440

消防局 港消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,048

消防局 港消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,070

消防局 港消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１０）バッテリー交換に伴う経費の支出について
25,920
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消防局 港消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーの買入経費の支出について
45,003

消防局 港消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
23,850

消防局 港消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
14,105

消防局 港消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ハンズフリー拡声器の買入経費の支出について
17,280

消防局 港消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　港司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
20,736

消防局 港消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　港司令車の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
23,760

消防局 大正消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　名入れ２色ポールペン買入に伴う経費の支出について
27,237

消防局 大正消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　プリンタ―用インクカートリッジＡほか３点の買入に伴う経費の支出について
22,550

消防局 大正消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　大正司令車の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
14,040

消防局 大正消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＡＲ２）のタイヤ交換に伴う経費に支出について
90,720

消防局 大正消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　ＡＥＤＰｒｏ用心電図ケーブルＩＥＣ交換修理に伴う経費の支出について
38,880

消防局 大正消防署 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　ラベルライター用テープカートリッジＡほか２点の買入経費の支出について
11,843

消防局 大正消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　はしご車（Ｌ８）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
71,280

消防局 大正消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,240

消防局 大正消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,132

消防局 大正消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
806

消防局 大正消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,160

消防局 大正消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,684

消防局 大正消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　大正消防署泉尾出張所ガス衣類乾燥機の修理に伴う経費の支出について
12,420

消防局 大正消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
10,060

消防局 大正消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
10,282

消防局 大正消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ローリングタワー部品（アウトリガー）ほか５点の買入に伴う経費の支出について
42,660

消防局 天王寺消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎衛生管理用　元町出張所浴室サーモスタット混合栓修理経費の支出について
58,320

消防局 天王寺消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　リーフレット作成用インクカートリッジ買入経費の支出について
32,940

消防局 天王寺消防署 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス（パノラマ）ほか７点買入経費の支出について
93,074

消防局 天王寺消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,367

消防局 天王寺消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,684

消防局 天王寺消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,744

消防局 天王寺消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,093

消防局 天王寺消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（２月分）
16,347

消防局 天王寺消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　食器洗剤買入経費の支出について
22,394

消防局 天王寺消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか２点買入経費の支出について
48,405

消防局 天王寺消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（天王寺４０）修理経費の支出について
21,060

消防局 天王寺消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ除菌洗浄剤ほか３点買入経費の支出について
63,536

消防局 天王寺消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９６）エンジンオイルほか１点交換（３月）経費の支出について
5,940

消防局 天王寺消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自転車買入経費の支出について
57,204

消防局 天王寺消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
17,660

消防局 天王寺消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　セロハンテープほか３点買入経費の支出について
19,764

消防局 天王寺消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発用　「防災講演会」開催に伴う会場設営及び撤去作業等委託経費の支出について
45,360

消防局 天王寺消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　ガス衣類乾燥機修理（３月）経費の支出について
24,840

消防局 天王寺消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１１）定期点検整備業務委託（３月）経費の支出について
7,020

消防局 浪速消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネスほか３点買入及び経費の支出について
49,248

消防局 浪速消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０３）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,292

消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,981

消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,118

消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,600

消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,674
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消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 浪速消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（Ｌ３１）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
153,360

消防局 浪速消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１７）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
19,764

消防局 浪速消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,940

消防局 浪速消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用右肩ベルトほか３点の買入に伴う経費の支出について
25,963

消防局 浪速消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　レンジャーロープ買入に伴う経費の支出について
75,600

消防局 浪速消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（２月分）
12,613

消防局 西淀川消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用 ポケットティッシュの買入に伴う経費の支出について
30,240

消防局 西淀川消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 西淀川消防署佃出張所エアコンの修理に伴う経費の支出について
80,875

消防局 西淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
483

消防局 西淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　三角巾買入に伴う経費の支出について
61,560

消防局 西淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西淀川消防署２階便所の温水洗浄便座交換修理に伴う経費の支出について
48,600

消防局 西淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

消防局 西淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

消防局 西淀川消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用 広報車（PI331）ほか1台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
53,946

消防局 西淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
6,780

消防局 西淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品経費の支出について（２月分）
15,145

消防局 西淀川消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　西淀川消防署竹島出張所のテレビアンテナ修理に伴う経費の支出について
32,400

消防局 西淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用及び職員安全衛生用 トイレットペーパーほか３点の買入に伴う経費の支出について
85,892

消防局 淀川消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６３）及び司令車のタイヤ交換経費の支出について
39,096

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,972

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,116

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,743

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,011

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,478

消防局 淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,584

消防局 淀川消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）の継続検査業務委託経費の支出について
20,466

消防局 淀川消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所電気温水器修理経費の支出について
194,400

消防局 淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
27,450

消防局 淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）支出について
16,734

消防局 淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　淀川消防署シャッター修理経費の支出について
37,908

消防局 淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　加島出張所オーバードア修理経費の支出について
49,334

消防局 淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか１１点の買入経費の支出について
83,708

消防局 淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７１）のバッテリー交換経費の支出について
36,288

消防局 淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３３７）ほか１台の定期点検整備業務委託経費の支出について
13,824

消防局 淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　船車賃借料 救助訓練用　訓練用自動車借入経費の支出について
108,000

消防局 淀川消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６３）バッテリー交換及び小型タンク車（ＳＴ１２３）ほか１台のタイヤ交換経費の支出について
98,928

消防局 淀川消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機東三国１５の修理経費の支出について
22,140

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　肩調整ストラップほか1点買入経費の支出について
29,764

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７３）パワーウインド及び（Ａ８０３）の路肩灯の修理経費の支出について
37,620

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　遠距離大量送水システム用パワーリフターのバッテリー交換経費の支出について
15,984

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（基本ユニット３基）修理（その２）経費の支出について
45,489

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２９）車両整備業務委託経費の支出について
28,188

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　淀川司令車の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,994

消防局 淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　淀川司令車の車両整備業務委託経費の支出について
8,964

消防局 東淀川消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器面体用しめ紐買入及び経費の支出について
7,128

消防局 東淀川消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器の修理に伴う経費の支出について
55,609
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消防局 東淀川消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３０８）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
7,506

消防局 東淀川消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　東淀川消防署西淡路出張所排水管通管修繕に伴う経費支出について
86,400

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
11,379

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,584

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,640

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,835

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,586

消防局 東淀川消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）の右ヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
20,196

消防局 東淀川消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救助活動用　水難救助用グローブ買入及び経費の支出について
8,640

消防局 東淀川消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップほか４点買入に伴う経費の支出について
187,725

消防局 東淀川消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　充電式強力ライト用バッテリーほか１点買入に伴う経費の支出について
49,680

消防局 東淀川消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
17,019

消防局 東淀川消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　柴島出張所オーバースライダー修理（２）に伴う経費の支出について
18,360

消防局 東淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
22,000

消防局 東淀川消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点買入及び経費の支出について
58,993

消防局 東淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）の左ヘッドランプバルブ交換に伴う経費の支出について
20,196

消防局 東淀川消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９８）のエンジンオイル交換（２）に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１９４）のタイヤ交換（２）に伴う経費の支出について
15,984

消防局 東淀川消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　木製足場板ほか２点の買入に伴う経費の支出について
50,976

消防局 東成消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２２）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
19,980

消防局 東成消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　東成司令車の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,886

消防局 東成消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（たまつ）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
14,364

消防局 東成消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか１点買入経費の支出について
45,576

消防局 東成消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
349

消防局 東成消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,500

消防局 東成消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
390

消防局 東成消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,552

消防局 東成消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,980

消防局 東成消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
15,200

消防局 東成消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　カラー手袋買入経費の支出について
10,368

消防局 東成消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
15,199

消防局 東成消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ゼムクリップほか５点買入経費の支出について
12,290

消防局 東成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　カラーペーパーほか１点買入経費の支出について
5,346

消防局 東成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　防災講演会会場設営撤去業務委託経費の支出について
51,840

消防局 東成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　タイヤレザーワックスほか７点買入経費の支出について
60,507

消防局 東成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理に伴う経費の支出について
33,588

消防局 東成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（東成４５）ほか７点修理に伴う経費の支出について
198,828

消防局 生野消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　乾電池ほか１点の買入経費の支出について
9,288

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,941

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,312

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,864

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,317

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９０）ほか１台エンジンオイル交換（２）経費の支出について
11,880

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９０）ヘッドランプ交換経費の支出について
20,196

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８５）タイヤほか１か所交換経費の支出について
69,768
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消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
35,640

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700

消防局 生野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３３３）の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
21,762

消防局 生野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
13,550

消防局 生野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
11,767

消防局 生野消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか６点買入経費の支出について
130,660

消防局 生野消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　腰調整ベルトほか３点買入経費の支出について
27,907

消防局 旭消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自転車買入経費の支出について
90,720

消防局 旭消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１６）ほか２台継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
61,128

消防局 旭消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ガソリン携行缶ほか１点買入経費の支出について
32,864

消防局 旭消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　旭消防署玄関照明ほか１点修理経費の支出について
60,912

消防局 旭消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　乾電池買入経費の支出について
6,156

消防局 旭消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　タイヤコーティング剤ほか６点買入経費の支出について
30,078

消防局 旭消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８９）フロントバルブ交換修理経費の支出について
4,644

消防局 旭消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０５）エンジンウォーターポンプ修理経費の支出について
30,996

消防局 旭消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　携帯電話修理経費の支出について
33,588

消防局 旭消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）経費の支出について
17,733

消防局 旭消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ガソリン携行缶買入経費の支出について
24,570

消防局 旭消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,322

消防局 旭消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
758

消防局 旭消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,947

消防局 旭消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,000

消防局 旭消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
14,250

消防局 城東消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）の車両整備業務委託に伴う経費支出について
33,696

消防局 城東消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　ラベルライター用テープほか２点買入の経費支出について
11,502

消防局 城東消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　プリンターインク買入の経費支出について
21,060

消防局 城東消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST195）ほか２台のタイヤ交換修理の経費支出について
106,488

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,597

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
2,964

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
574

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
6,350

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
2,592

消防局 城東消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
10,692

消防局 城東消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の購入経費の支出について
19,278

消防局 城東消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４１）の車両整備業務委託に伴う経費支出について
10,260

消防局 城東消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３２０）ほか１台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
65,394

消防局 城東消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用面体ヘッドハーネス買入の経費支出について
23,652

消防局 城東消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
18,080

消防局 城東消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理の経費支出について
31,644

消防局 城東消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器面体用締め紐ほか８点買入の経費支出について
37,260

消防局 鶴見消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理経費の支出について
13,608

消防局 鶴見消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　蛍光灯買入経費の支出について
42,984

消防局 鶴見消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　蛍光灯修理経費の支出について
74,412

消防局 鶴見消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　液晶ディスプレー買入経費の支出について
13,500

消防局 鶴見消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２９４）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ボールペンほか９点買入経費の支出について
15,930

消防局 鶴見消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ１７）定期点検整備業務委託経費の支出について
6,912
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消防局 鶴見消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３０７）定期点検整備業務委託経費の支出について
7,074

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
16,727

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,316

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,966

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,510

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,231

消防局 鶴見消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 鶴見消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
2,720

消防局 鶴見消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
12,510

消防局 鶴見消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器修理経費の支出について
113,151

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月01日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
9,451

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ６２）バッテリー交換に係る同経費の支出について
42,120

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１４）左側サイドステップの修理に係る経費の支出について
30,240

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　削岩機コブラコンビの修理に係る経費の支出について
42,120

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（２月分）
17,789

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　バケツ石鹸　買入に伴う経費の支出について
9,460

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプＰ３８１Ｓ型の修理に係る経費の支出について
16,740

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,291

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,148

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
700

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,732

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,811

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阿倍野消防署阪南出張所排水管通管修繕に係る経費の支出について
99,360

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
39,140

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９３）エンジンオイル交換（２）に係る経費の支出について
5,940

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル製空気呼吸器ヘッドハーネスほか５点買入経費の支出について
50,846

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　携帯拡声器買入に係る経費の支出について
14,040

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　阪南出張所３階待機室空調設備の修繕に伴う経費の支出について
199,800

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ライフゼム空気呼吸器腰パッドほか２点買入に係る経費の支出について
22,464

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）スタッドレスタイヤ交換に係る経費の支出について
58,320

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　５ｔ重機バケットツースほか１か所交換修理に係る経費の支出について
91,800

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　阿倍野司令車の車両整備業務委託に係る経費の支出について
15,876

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　阿倍野司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
21,168

消防局 阿倍野消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２６）ほか１台の定期点検整備業務委託に係る経費の支出について
15,984

消防局 住之江消防署 平成29年03月02日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 放火防止対策用　プリンタインク買入に伴う経費の支出について
18,360

消防局 住之江消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　住之江司令車の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
7,668

消防局 住之江消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車(RE8)の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
24,300

消防局 住之江消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　救助器材車(RE8)の車両整備業務委託(2)に伴う経費の支出について
2,376

消防局 住之江消防署 平成29年03月08日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用肩調整ストラップほか５点買入に伴う経費の支出について
49,993

消防局 住之江消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用胸バンドほか４点買入に伴う経費の支出について
40,435

消防局 住之江消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理(4)に伴う経費の支出について
37,800

消防局 住之江消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車(CC323)の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
22,410

消防局 住之江消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A802)バックドアステー修理に伴う経費の支出について
10,908

消防局 住之江消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機(住之江１)修理に伴う経費の支出について
25,920

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,968

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,306

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,700
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消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,948

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,166

消防局 住之江消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
14,971

消防局 住之江消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
27,540

消防局 住之江消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（２月分）の支出について
66,312

消防局 住之江消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　住之江消防署１階手洗場排水管交換に伴う経費の支出について
38,016

消防局 住之江消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ボールペンほか１０点買入に伴う経費の支出について
37,875

消防局 住之江消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）経費の支出について
15,674

消防局 住之江消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車(L26)サーチライト修理に伴う経費の支出について
56,160

消防局 住之江消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車(ST165)タイヤ交換に伴う経費の支出について
29,160

消防局 住之江消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　消防車型消しゴム買入に伴う経費の支出について
22,032

消防局 住之江消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ポリ袋ほか２点買入に伴う経費の支出について
28,242

消防局 住之江消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A356)ヘッドランプ修理に伴う経費の支出について
17,280

消防局 住之江消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器用レギュレータ修理(2)に伴う経費の支出について
63,288

消防局 住吉消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用胸ベルトほか３点買入に伴う経費の支出について
23,263

消防局 住吉消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７５）の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
46,440

消防局 住吉消防署 平成29年03月09日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　自転車買入に伴う経費の支出について
66,864

消防局 住吉消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　煙霧発生器専用液買入に伴う経費の支出について
26,438

消防局 住吉消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）ほか１台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
52,542

消防局 住吉消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１３）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
12,906

消防局 住吉消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,078

消防局 住吉消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,606

消防局 住吉消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,240

消防局 住吉消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,080

消防局 住吉消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,291

消防局 住吉消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 火災予防普及啓発用　三角巾買入に伴う経費の支出について
51,300

消防局 住吉消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　救助車（Ｒ４６）用三連梯子固定装置引き手買入に伴う経費の支出について
9,828

消防局 住吉消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
16,710

消防局 住吉消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
11,246

消防局 住吉消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４６）バッテリー交換に伴う経費の支出について
15,120

消防局 住吉消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　住吉消防署表彰式会場設営撤去業務委託に伴う経費の支出について
47,088

消防局 東住吉消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（矢田１５）修理の経費の支出について
30,240

消防局 東住吉消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 火災予防普及啓発行事用　「防火・防災図画展」会場設営撤去業務委託経費の支出について
52,920

消防局 東住吉消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車２台（Ａ２８１・Ａ２８２）エンジンオイル交換（２）の経費の支出について
11,880

消防局 東住吉消防署 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　酸素調整器（Ａ３６４積載）修理の経費の支出について
21,600

消防局 東住吉消防署 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１５８）タイヤ２本交換の経費の支出について
29,160

消防局 東住吉消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,112

消防局 東住吉消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,080

消防局 東住吉消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,706

消防局 東住吉消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,015

消防局 東住吉消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
699

消防局 東住吉消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ（２基）修理経費の支出について
24,840

消防局 東住吉消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器部品（ヘッドハーネス）買入経費の支出について
26,406

消防局 東住吉消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　充電式強力ライト用バッテリー買入経費の支出について
41,040

消防局 東住吉消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ５５）タイヤ２本交換経費の支出について
49,248

消防局 東住吉消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（２月分）の経費の支出について
12,463
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消防局 東住吉消防署 平成29年03月22日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　セロハンテープほか１４点買入の経費の支出について
25,045

消防局 東住吉消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
17,370

消防局 東住吉消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　軍手買入の経費の支出について
21,384

消防局 東住吉消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８２）バッテリー交換の経費の支出について
25,380

消防局 平野消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル社製空気呼吸器ヘッドハーネス買入に伴う経費の支出について
29,160

消防局 平野消防署 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　所轄指揮車（ＣＣ３１４）ほか１台の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
39,096

消防局 平野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙霧発生器専用液買入に伴う経費の支出について
26,049

消防局 平野消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　平野消防署加美正覚寺出張所１階洋式便器取換え工事に伴う経費の支出について
92,880

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
39,800

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,640

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（２月分）
12,086

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,224

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,600

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,205

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　コンパネほか１１点の買入に伴う経費の支出について
125,712

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,880

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,780

消防局 平野消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３２７）継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
23,058

消防局 平野消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ドレーゲル社製空気呼吸器マスクボディーほか３点買入に伴う経費の支出について
17,636

消防局 平野消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　クアドラフォグノズル修理に伴う経費の支出について
10,260

消防局 西成消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機(西成１４）修理の経費支出について
32,400

消防局 西成消防署 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　海道Ａ３７５酸素流量計減圧弁修理に伴う経費の支出について
19,440

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,787

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,200

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,542

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
9,300

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６０）ほか２台タイヤ交換に伴う経費の支出について
86,184

消防局 西成消防署 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,240

消防局 西成消防署 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　海道Ａ３７５エアコン修理に伴う経費の支出について
62,100

消防局 西成消防署 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６９）オルタネータ及びバッテリー交換に伴う経費の支出について
134,935

消防局 西成消防署 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
10,110

消防局 西成消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）に伴う経費の支出について
17,438

消防局 西成消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機(津守１４）修理の経費支出について
23,760

消防局 西成消防署 平成29年03月29日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　空気呼吸器用ヘッドハーネス買入経費の支出について
7,095

消防局 西成消防署 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の車両整備業務委託経費の支出について
32,292

消防局 西成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか１点買入経費の支出について
78,602

消防局 西成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７５）バックドアステーＡＳＳＹ修理に伴う経費の支出について
20,142

消防局 西成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２７）ほか１台バッテリー交換に伴う経費の支出について
72,576

消防局 西成消防署 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３４２）の継続検査整備業務委託経費の支出について
17,226

消防局 水上消防署 平成29年03月02日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具（ダイバーウォッチ）の修理及び経費の支出について
19,440

消防局 水上消防署 平成29年03月06日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　水上消防署屋外消火器ボックスの買入経費の支出について
21,600

消防局 水上消防署 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防パートナー研修用　プリンターの買入経費の支出について
24,192

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,149

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
12,744

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
82

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,400

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
920
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消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
529

消防局 水上消防署 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,044

消防局 水上消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（２月分）の支出について
11,635

消防局 水上消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 水難救助活動用　バイオシールＡほか４点の買入経費の支出について
34,776

消防局 水上消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助器材車（ＲＥ６）のパンクに伴うタイヤ交換及び経費の支出について
43,200

消防局 水上消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　水上司令車の継続検査整備業務委託に伴う経費の支出について
20,520

消防局 水上消防署 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 自動車整備用　水上司令車の車両整備業務委託に伴う経費の支出について
94,532

消防局 水上消防署 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張旅費等の支出について（２月分）
18,770

消防局 救急課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　防毒マスク一式の購入及び同経費の支出について
974,592

消防局 救急課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）トレーナー用パッドほか１点の購入及び同経費の支出について
332,316

消防局 救急課 平成29年03月07日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急訓練用　救急救命処置用訓練人形一式（２）の購入経費の支出について
1,976,400

消防局 救急課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（２月分）
31,616

消防局 救急課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（FAX)の支出について（２月分）
2,731

消防局 救急課 平成29年03月13日 一般会計 消防費 消防費 運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　救急活動用感染防止衣　長期借入における支出について（12月、１月分）
2,163,084

消防局 救急課 平成29年03月14日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）の実施及び同経費の支出について（２月分）
9,893,077

消防局 救急課 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター事業用　ヘッドセット一式の支出について
198,720

消防局 救急課 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　心肺蘇生用成人訓練人形肺ほか11点の購入及び同経費の支出について
220,968

消防局 救急課 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　簡易型心肺蘇生用成人訓練人形の購入に係る経費の支出について
317,844

消防局 救急課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　手動式人工呼吸器酸素供給装置一式ほか２点の購入及び同経費の支出について
141,750

消防局 救急課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　救急資器材管理供給業務委託　長期契約（概算契約）の実施及び同経費の支出について（平成28年10、11月分）
6,416,877

消防局 救急課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動式人工呼吸器酸素供給装置一式ほか２点の購入及び同経費の支出について
174,960

消防局 救急課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続経費の支出について（２月分）
5,625,000

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　＃７１１９利用料金の支出について（２月分）
59,969

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 運営費 委託料　委託料 救急活動用　平成２８年度救急資器材滅菌処理業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
654,534

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　ターポリン担架一式の購入経費の支出について
529,200

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　心肺蘇生用背板の購入に係る経費の支出について
217,728

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 需用費　消耗品費 救急活動用　救命浮環一式の購入に係る経費の支出について
229,824

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　バックボード一式の購入に係る経費の支出について
1,391,040

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　スクープストレッチャー一式の購入に係る経費の支出について
2,095,632

消防局 救急課 平成29年03月23日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　輸液ポンプ一式の購入経費の支出について
1,315,440

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 運営費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　自動体外式除細動器一式の購入及び同経費の支出について（本部救急隊用）
475,200

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　二連式加湿酸素流量計一式の購入経費の支出について
2,570,400

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　自動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
8,467,200

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
2,086,560

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　自動体外式除細動器一式の購入経費の支出について
6,652,800

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　患者監視装置一式の購入経費の支出について
22,256,640

消防局 救急課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　陰圧副子（部分用）一式の購入に係る経費の支出について
907,200

消防局 救急課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　人工呼吸訓練用フェイスカバーの購入経費の支出について
295,293

消防局 救急課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　電動式吸引器一式（２）の購入経費の支出について
2,600,640

消防局 救急課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　メディカルサポートバッグ一式の購入経費の支出について
3,553,200

消防局 救急課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　ビデオ硬性挿管用喉頭鏡一式の購入経費の支出について
5,216,400

消防局 救急課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　手動引金式人工呼吸器一式の購入経費の支出について
6,199,200

消防局 救急課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急活動用　感染防止用保護めがねの購入及び同経費の支出について
364,500

消防局 救急課 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 消防設備整備費 備品購入費　機械器具費 救急活動用　呼気終末炭酸ガス濃度測定器一式の購入に係る経費の支出について
3,991,680

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 応急手当普及啓発用　短時間講習視聴覚教材ＤＶＤの購入経費の支出について
95,580

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　通信運搬費 応急手当普及啓発用　短時間講習視聴覚教材ＤＶＤの購入経費の支出について
1,000

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター事業用　長袖ブルゾンの購入経費の支出について
78,192
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消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 需用費　消耗品費 救急安心センター事業用　掃除機の購入経費の支出について
21,384

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
5,778

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　プロバイダー使用料の支出について（２月・３月分）
2,758

消防局 救急課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　メールサーバー使用料の支出について（２月分）
5,054

消防局 企画課 平成29年03月03日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　大阪市消防関係例規集追録４５４号の購入経費の支出について
102,060

消防局 企画課 平成29年03月09日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　大阪市消防関係例規集追録第４５５号の購入経費の支出について
102,060

消防局 企画課 平成29年03月09日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　消防実務質疑応答集　警防・教養・財政・公務災害（１９８－１９９号）ほか２点の購入経費の支出について
12,744

消防局 企画課 平成29年03月09日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　消防実務要覧（2028－2029号）ほか３点の購入経費の支出について
29,160

消防局 企画課 平成29年03月10日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防活動用　ファイル型CD/DVDケースほか13点の購入経費の支出について
150,012

消防局 企画課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 消防活動用　ラベルシートＡほか５点の購入経費の支出について
60,480

消防局 企画課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　消耗品費 執務参考用　大阪市消防関係例規集追録４５６号の購入経費の支出について
102,060

消防局 企画課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　印刷製本費 広報活動用　大阪市消防局紹介パンフレット「大阪市消防局」印刷経費の支出について
172,800

消防局 企画課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 広報活動用　大阪市消防局ホームページ更新業務委託経費の支出について
8,281

危機管理室 危機管理課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年１月分）の支出について
8,852

危機管理室 危機管理課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年１月分）の支出について
3,080

危機管理室 危機管理課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年１月分）の支出について
15,386

危機管理室 危機管理課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用救急薬品セット　買入にかかる経費の支出について
924,048

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（平成29年１月分）
7,532

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用　朝日新聞の購読にかかる経費の支出について（平成28年10月～12月分）
12,111

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（平成29年１月分）の支出について
41,328

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム委託磁気テープファイルの保管及び集配業務にかかる支出について　（平成29年１月分）
864

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理総合情報システム用情報システム運用業務にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理総合情報システム用情報システム運用業務（ツイッター対応業務）にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（平成29年１月分）
11,169

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（平成29年１月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室事務用カラープリンタの借入にかかる経費の支出について（平成29年１月分）
1,036

危機管理室 危機管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成29年１月分）の支出について
22,580

危機管理室 危機管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成29年１月分）の支出について
46,281

危機管理室 危機管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 平成28年度関西広域連合防災分野人材育成部門災害救助法実務担当者研修会への出席にともなう管外出張ならびに同経費の支出について
5,320

危機管理室 危機管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料の支出について（１月分）
125,609

危機管理室 危機管理課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（１月分）
10,505

危機管理室 危機管理課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（平成29年１月分）の支出について
68,198

危機管理室 危機管理課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（平成29年１月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 防災行政無線同報系屋外子局覚書にかかる分担金（子局682）
4,000

危機管理室 危機管理課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 防災行政無線同報系屋外子局覚書にかかる分担金（子局631）
3,000

危機管理室 危機管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（平成２９年１月分（その２））の支出について
7,414

危機管理室 危機管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務費　市内出張交通費（熊本地震派遣分）の支出について
6,640

危機管理室 危機管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 備蓄倉庫用　消火器外１点の買入にかかる所要経費の支出について
17,280

危機管理室 危機管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室運営事務用電話機の買入にかかる経費の支出について
17,730

危機管理室 危機管理課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 備蓄倉庫用　消火器外１点の買入にかかる所要経費の支出について
2,500

危機管理室 危機管理課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら1205号）電話回線使用料等（2月分）の支出について
2,702

危機管理室 危機管理課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム管理端末の無線回線用データ通信使用料（平成29年１月利用分）の支出について
61,670

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（平成29年2月分）
7,532

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 指定都市市長会行動計画幹事市連絡会の出席にともなう管外出張にかかる旅費の支出について
58,600

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理総合情報システム用情報システム運用業務にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
263,520

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理総合情報システム用情報システム運用業務（ツイッター対応業務）にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
12,960

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 危機管理室事務用カラープリンタの借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
1,036
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危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる支出について（平成29年２月分）
73,733

危機管理室 危機管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（平成29年2月分）
11,169

危機管理室 危機管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 防災情報システム用プリンター買入にかかる経費の支出について
9,720

危機管理室 危機管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　手数料 防災行政無線（固定系）無線局再免許申請手数料の支出について
10,450

危機管理室 危機管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（平成29年３月分）
2,989,222

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
11,453

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 自主防災組織力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
52,292

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（平成29年１月分）
4,256

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局（スイスホテル）電気料金（２月分）の支出について
40,180

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置（大阪府咲洲庁舎）にかかる電気料金（平成29年１月分）の支出について
6,864

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金（受取人払）の支出について（２月分）
719

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム委託磁気テープファイルの保管及び集配業務にかかる支出について　（平成29年２月分）
1,728

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置に伴う土地賃貸借契約に伴う賃借料の支出について（３月分）
504,792

危機管理室 危機管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度防災情報充実強化事業市町村負担額の支出について
5,168,000

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（２月分）
137,049

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用粉ミルク（その３）　買入にかかる経費の支出について
2,780,179

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用 アルミ製踏台 ほか ２点　買入にかかる経費の支出について
79,920

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用資機材セット　買入にかかる経費の支出について
3,010,359

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（２月分）の支出について
121,510

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
10,505

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（２月分）
1,956

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用回線使用料（２月分）の支出について
2,062

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（２月分）
140,400

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（２月分）
24,092

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
4,516

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室事務事業にかかる郵便料金の支出について（２月分）
174

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料（２月利用分）の支出について
3,888

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成２８年度阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（２月分）
5,382

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 防災アプリ用　大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（２月分）
451,308

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　機械器具費 災害備蓄用 アルミ製踏台 ほか ２点　買入にかかる経費の支出について
947,354

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（２月分）
95,935

危機管理室 危機管理課 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（２月分）
112,508

危機管理室 危機管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用保存食　買入にかかる経費の支出について
75,307,860

危機管理室 危機管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害救助用練り歯磨き ほか２点　買入にかかる経費の支出について
9,587,160

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年２月分）の支出について
6,334

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成29年２月分）の支出について
22,460

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年２月分）の支出について
4,320

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 自主防災組織力向上アドバイザー事業および自主防災組織力の向上に向けたコーディネーター事業用市内・近接管外出張旅費（平成29年２月分）の支出について
41,370

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費（２９年２月分）の支出について
40,472

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室事務事業用ボールペンほか２５点の買入にかかる経費の支出について
88,830

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理室事務事業用ボールペンほか２５点の買入にかかる経費の支出について
189,939

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 文書事務用公印の買入にかかる経費の支出について
8,424

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 危機管理体制の充実用液晶テレビほか１点買入（その２）に係る経費の支出について
29,700

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害備蓄用哺乳瓶　買入にかかる経費の支出について
790,560

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成２８年度旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（２月分）
10,288

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システムネットワーク回線使用料（２月利用分）の支出について
286,860
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危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 防災情報システム用ＩＳＰ利用料（２月分）の支出について
68,198

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 衛星携帯電話回線使用料（２月分）の支出について
104,000

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 全国瞬時警報システム回線使用料（２月分）の支出について
14,622

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　機械器具費 災害備蓄用　バッテリーフォークリフト　買入にかかる経費の支出について
1,771,200

危機管理室 危機管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 備品購入費　機械器具費 危機管理体制の充実用液晶テレビほか１点買入（その２）に係る経費の支出について
280,800

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
9,037

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２６年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
32,787

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
11,298

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
11,536

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（ＰＤＣＡ側・平成２９年２月分）
10,244

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（総合調整側・平成２９年２月分）
25,235

市政改革室 総合調整担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（平成２９年２月分）の支払いについて
12,182

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 世論調査用　受取人払郵便料金の支出について（2月分）
14,659

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　印刷製本費 平成２９年度市政モニター募集ポスター等の印刷にかかる経費の支出について
44,420

市政改革室 ＰＤＣＡ担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 市政モニター業務用　図書カード（市政改革室）概算買入にかかる経費の支出について
595,840

契約管財局 契約課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務10月号外18点」の購入経費の支出について
22,110

契約管財局 契約課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務実務提要追録545号」の購入経費の支出について
2,484

契約管財局 契約課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
4,552

契約管財局 契約課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(平成29年２月分)
288

契約管財局 契約課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 第４回総合評価一般競争入札評価会議にかかる報償金の支出について
48,759

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（2月分）
88,776

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張等交通費（平成29年２月分）の支出について
24,042

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 オーク200ビル事務室にかかる電気・空調料金の支出について（平成29年２月分）
1,459,821

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（オーク200ビル）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について　（2月分）
113,188

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（2月分）
178,202

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入経費の支出について（2月分）
18,846

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（2月分）
29,117

契約管財局 契約課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 契約管財局事務室（オーク200ビル）にかかる賃料及び共益費の支出について（平成29年３月分）
9,799,902

契約管財局 契約課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（2月分）の支出について
3,604

契約管財局 契約課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（平成29年２月分）
40,499

契約管財局 契約課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局事務室設置分の電話機にかかる通話料金の支出について（平成29年２月分）
63,875

契約管財局 契約課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（平成29年２月分）
141,416

契約管財局 契約課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（２月分・非常勤）
480

契約管財局 契約課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用　市内出張等交通費の支出について（２月分）
4,984

契約管財局 契約制度課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（平成29年２月）
3,498,660

契約管財局 契約制度課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（平成29年２月）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（平成29年２月）
353,160

契約管財局 契約制度課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成29年２月分）
6,902

契約管財局 契約制度課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（平成29年２月分）
17,580

契約管財局 契約制度課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「わかりやすい建設業法の手引」追録購入にかかる需用費の支出について
6,134

契約管財局 契約制度課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成29年２月分）
25,056

契約管財局 契約制度課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成29年２月）
199,140

契約管財局 契約制度課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成29年２月分）
15,087

契約管財局 契約制度課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（平成29年２月分）
133,359

契約管財局 契約制度課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第１６０回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬の支出について
81,265

契約管財局 契約制度課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務用「地方公共団体　契約実務の要点」追録購入にかかる需用費の支出について
4,502

契約管財局 管財課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
278,640
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契約管財局 管財課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　長狭物維持・管理の手引－自治体による旧法定外公共物の運営－の追録の購読にかかる経費の支出について
5,400

契約管財局 管財課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　問答式　境界・私道等の法律実務の追録の購読に係る経費の支出について
6,565

契約管財局 管財課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（２月分）
4,528

契約管財局 管財課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 契約管財局所管用地の境界確定協議にかかる印鑑登録証明書発行手数料相当額の支出について
700

契約管財局 管財課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集の追録の購読に係る経費の支出について
3,710

契約管財局 管財課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（２月分）
1,166

契約管財局 管財課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
78,840

契約管財局 管財課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 相続財産管理人選任申立事件にかかる家事予納金の支出について
1,003,775

契約管財局 管財課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 不在者財産管理人申立に関する委任契約にかかる費用の支出について
108,000

契約管財局 管財課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　土地基本関係法令集　外１点の追録の購読に係る経費の支出について
18,794

契約管財局 管財課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
51,894

契約管財局 管財課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式の長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
111,088

契約管財局 管財課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
945,000

契約管財局 管財課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 通行権不存在確認訴訟（西区）に係る法律意見書の作成に伴う経費の支出について
108,000

契約管財局 管財課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
203,040

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
25,490

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用市内等出張交通費の支出について（２月分）
80,853

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,105

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,124

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
720

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（３月分）
4,446

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約管財局所管賃貸地の適正管理に関する件の委任契約にかかる費用の支出について
28,605

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について
203,040

契約管財局 管財課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　新規工事費 契約管財局管理用地フェンス設置・撤去工事にかかる経費の支出について
162,000

契約管財局 管財制度課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号２０）
21,600

契約管財局 管財制度課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用資産流動化にかかる不動産の売却価格・賃料等、市場需要等相談・意見書作成にかかる相談等不動産鑑定士報償金の支払いについて（案件番号２１）
10,800

契約管財局 管財制度課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 未利用地売却にかかる課題分析等調査業務委託経費の支出について
108,000

契約管財局 管財制度課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 弁天町駅前開発土地信託事業（オーク200）に係る和解に伴う費用補償義務の元本及び利息の支出について
3,264,002,860

契約管財局 管財制度課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について（３月分）
40,400

契約管財局 管財制度課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第772回大阪市不動産評価審議会に係る委員報酬の支出について
113,771

契約管財局 審査課 平成29年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 報償費　報償金 平成28年度コンプライアンスに関する府市合同研修実施に伴う報償金の支出について（用地事務用）
7,410

契約管財局 審査課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 報償費　報償金 平成28年度コンプライアンスに関する府市合同研修実施に伴う報償金の支出について（用地事務用）
3,990

契約管財局 審査課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「不動産登記総覧７４９号外６点」の購入経費の支出について
18,309

契約管財局 審査課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
32,500

契約管財局 審査課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「不動産登記総覧７４９号外６点」の購入経費の支出について
9,858

契約管財局 審査課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
17,500

契約管財局 審査課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「建築基準法質疑応答集（判例編）４５号－４６号」の購入経費の支出について
2,487

契約管財局 審査課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「建築基準法質疑応答集（判例編）４５号－４６号」の購入経費の支出について
1,339

契約管財局 審査課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第１住宅地区改良事業に伴う買収交渉並びに管外出張旅費の支出について
3,320

契約管財局 審査課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野東第１住宅地区改良事業に伴う買収交渉並びに管外出張旅費の支出について
3,320

契約管財局 審査課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
833

契約管財局 審査課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,592

契約管財局 審査課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,548

契約管財局 審査課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 平成28年度用地部法律相談の報償金の支出について（2月分）
22,950

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬の支出について（３月分）
81,265

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２８年度　大阪市補償審査委員会に係る交通費の支出について（３月分）
3,640

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　大阪府用地対策連絡協議会　　平成２８年度　第４回研修会（土地評価研修　平成２９年３月６日）の参加及び同経費の支出について
2,574
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契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
105,000

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　大阪府用地対策連絡協議会　　平成２８年度　第４回研修会（土地評価研修　平成２９年３月６日）の参加及び同経費の支出について
1,386

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
400

契約管財局 審査課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 用地買収・賃借事務用収入印紙の購入について
4,000

契約管財局 審査課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,064

契約管財局 審査課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
3,058

契約管財局 審査課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（平成２９年２月分）
2,240

契約管財局 審査課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「集録建築法規　大阪府版４２５号外５点」の購入経費の支出について
18,482

契約管財局 審査課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 用地事務参考用図書追録「集録建築法規　大阪府版４２５号外５点」の購入経費の支出について
9,952

契約管財局 審査課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２９年２月分）
2,020

契約管財局 審査課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２９年２月分）
102,403

契約管財局 審査課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（平成２９年２月分）
55,140

契約管財局 用地課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
169,560

契約管財局 用地課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
195,480

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 公有財産購入費　土地購入費 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　土地売買代金の支出について
10,605,392

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　損失補償金の支出について
2,331,531

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　借地権放棄代金の支出について（前金払）
6,341,148

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
6,510,656

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
6,445,888

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
7,072,278

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
2,804,235

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
9,496,968

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
6,789,800

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
11,065,170

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　土地売買に伴う損失補償金の支出について
449,518

契約管財局 用地課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
2,187,914

契約管財局 用地課 平成29年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　占有者立退補償金の支出について(後金払)
259,246

契約管財局 用地課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
13,798,880

契約管財局 用地課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第1住宅地区改良事業　借地権放棄代金の支出について（前金払）
5,981,188

契約管財局 用地課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第1住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
10,536,808

契約管財局 用地課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　占有者立退補償金の支出について(後金払)
328,863

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
653,154

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
501,456

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
500,707

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
575,901

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
595,404

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
601,828

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
493,184

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
394,134

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
302,726

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
651,869

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
567,561

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出（前金払）
645,359

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
661,930

契約管財局 用地課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
546,957

契約管財局 用地課 平成29年03月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　建物等補償金の支出について（前金払）
233,843,913

契約管財局 用地課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪市道路改良事業　生野南北線　占有者立退補償金の支出について（前金払）
474,591
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契約管財局 用地課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
730,080

契約管財局 用地課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
25,125

契約管財局 用地課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業　占有者立退補償金の支出について(後金払)
419,761

契約管財局 用地課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　借地権放棄代金の支出について（前金払）
4,581,821

契約管財局 用地課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　占有者立退補償金の支出について（前金払）
1,312,704

契約管財局 用地課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　建物等補償金の支出について（前金払）
10,112,448

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 公有財産購入費　土地購入費 大阪市道路改良事業　生野南北線　土地売買代金の支出について
14,892,960

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 平成２８年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その１）の支出について【２月分】
2,688,336

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 委託料　委託料 道路事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
712,800

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 ＪＲ東海道線支線地下化事業　損失補償金の支出について
3,851,653

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 ＪＲ東海道線支線地下化事業　占有者立退補償金の支出について（後金払）
10,044,979

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２８年度移転補償に係る物件調査等業務委託料（単価契約その２）の支出について【２月分】
2,065,500

契約管財局 用地課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 土地区画整理事業に係る不動産鑑定業務委託料の支出について
195,480

こども青少年局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 H29年1月　市内出張交通費の支出について（庶務・人事）
3,760

こども青少年局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成28年度保育服（前掛）外１点の買入及び同所要経費の支出について
2,085,858

こども青少年局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成28年度保育靴（バレーシューズ）買入及び同所要経費の支出について
1,845,158

こども青少年局 総務課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成28年度保育服（夏用下衣）外１点の買入れ及び同所要経費の支出について
7,350,102

こども青少年局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成28年度現場職員服（上衣）買入及び同所要経費の支出について
566,676

こども青少年局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　被服費 平成28年度調理用前掛（胸あり）買入（その３）及び同所要経費の支出について
307,152

こども青少年局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（２月分）
9,558

こども青少年局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（２月分）
26,352

こども青少年局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託経費の支出について（２月分）
343,580

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成29年2月分）
15,558

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（2月分）ＤＣⅤ7080　5台分
331,960

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成２８年度こども青少年局文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（平成29年2月分）
337,230

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について
17,280

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　退職発令式の実施及び同所要経費の支出について
15,600

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度乾式電子複写機（ＦＡＸ機・７階　企画部青少年課）の長期借入にかかる経費について
4,305

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（こども青少年局）一式長期借入（平成29年2月分）
32,345

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達（再リース）経費の支出について（平成29年2月分）
58,320

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達経費の支出について（平成29年2月分）
371,038

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンの調達経費の支出について（平成29年2月分）
66,420

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ７）経費の支出について（平成29年2月分）
1,048,892

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ６）経費の支出について（平成29年2月分）
218,099

こども青少年局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等の一括調達の実施経費の支出について（平成29年2月分）
156,413

こども青少年局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成29年2月　市内出張交通費の支出について（庶務・人事）
4,710

こども青少年局 青少年課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 こどもの居場所づくりにかかる有識者相談業務報償金の支出について
9,000

こども青少年局 青少年課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（１２月分・１月分１回目、１月分１回目）
117,915,518

こども青少年局 青少年課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 報償費　報償金 こどもの居場所づくりにかかる有識者相談業務報償金の支出について
3,000

こども青少年局 青少年課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 もとこども文化センター廃棄物収集・運搬・処分業務にかかる所要経費の支出について
2,193,696

こども青少年局 青少年課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成29年3月分）
184,208

こども青少年局 青少年課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（平成29年3月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 平成２８年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（２月分）
8,838

こども青少年局 青少年課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 市内出張旅費（２月分）の支出について
17,540

こども青少年局 青少年課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（１２月・１月分２回目及び１月分２回目））
38,188,344

こども青少年局 青少年課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 平成２８年度こども文化センター生涯学習情報システム回線使用料（２月分）の支出について
11,232

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施経費の支払いについて（１月分）
12,526
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こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 愛珠幼稚園修理工事報告書外部写真撮影業務委託に係る経費の支出について
648,000

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（１月分）
53,347

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度第３回　こども・子育て支援会議教育・保育部会にかかる報酬等の支払について
146,277

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度第３回　こども・子育て支援会議教育・保育部会にかかる報酬等の支払について
2,440

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度浪速作業所及びもと津守西用地産業廃棄物（廃材）収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の実施経費の支出について
226,476

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
66,421

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
31,620

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,600

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,900

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,248

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,900

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
42,362

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,000

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
300

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,560

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,396

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
400

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,448

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,530

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 平成28年度重要文化財愛珠幼稚園園舎建造物防災施設事業（愛珠幼稚園防災施設工事の現地指導）に伴う係官派遣旅費の支出について
29,600

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２８年度　第２回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
308,807

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２８年度　第２回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払について
8,200

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 平成28年度災害対策施設耐震改修工事（愛珠幼稚園耐震改修工事の現地指導）に伴う係官派遣旅費の支出について
23,300

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　ベアリング入　ステンレス枠Ｖ戸車　ジュラコン車　４２ｍｍ　ほか６点の購入経費の支出について
111,067

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 平成28年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（２月分）
37,033

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 子ども・子育て支援新制度都道府県等説明会への出席及び同経費の支出について
29,240

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 もと矢田中保育所機械警備業務委託の実施経費の支払いについて（２月分）
12,526

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 経理・企画課一般事務用　両開き保管庫　ほか２点　の購入及び同経費の支出について
38,448

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録545）」の買い入れについて
2,484

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
380

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
8,950

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
6,365

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
392

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
56,496

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 こども・子育て支援会議教育・保育部会等録音記録内容反訳業務委託（単価契約）の支出について（2月開催分）
43,082

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 備品購入費　庁用器具費 経理・企画課一般事務用　両開き保管庫　ほか２点　の購入及び同経費の支出について
37,584

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
12,176

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
44,206

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
222

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
564,947

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
130,068

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
20,038

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
106,963

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
55,175

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
82

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
2,788

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月29日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（２月分）
2,670
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こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（２月分）
52,582

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 直営修繕作業用　ベアリング入　ステンレス枠Ｖ戸車　ジュラコン車　４２ｍｍほか１２点の購入経費の支出について
448,983

こども青少年局 経理・企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 直営修繕作業用　ベニヤ板　ほか９点の購入経費の支出について
160,920

こども青少年局 管理課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（１月分１回目）
118,852

こども青少年局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市一時預かり事業利用申込書の印刷および経費の支出について
73,440

こども青少年局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出（第19回目）
75,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．９
1,160,100

こども青少年局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成２８年度大阪市子育て支援事業委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（最終回選定会議：平成２９年２月実施）
121,451

こども青少年局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２９年３月６日支払い児童手当給付費の支出について（施設入所児童分）
105,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２９年３月６日支払い児童手当給付費の支出について
50,260,572

こども青少年局 管理課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
30,896

こども青少年局 管理課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
4,884

こども青少年局 管理課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第20回目）
23,850,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　１月分（６７回目・府内）
355,040

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 平成28年度児童手当総合福祉改ざん防止用紙（A4カット紙）にかかる印刷経費の支出について
311,634

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　１月分（６８回目・府内）
285,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（事務手数料）の支出について　１月分（７０回目・府内）
4,712

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　１月分（第１０回目）
1,728,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（1月分）
234,432

こども青少年局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　１月分６９回目・府内）
4,680

こども青少年局 管理課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 児童委員・主任児童委員用リーフレット印刷にかかる経費の支出について
86,274

こども青少年局 管理課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国児童福祉主管課長会議への職員派遣と同経費の支出について
57,680

こども青少年局 管理課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 主任児童委員活動のてびき印刷にかかる経費の支出について
160,920

こども青少年局 管理課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市病児・病後児保育事業（民間分・新規開設分）委託料基本分の支払いについて
201,500

こども青少年局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会の実施と同経費の支出について（平成２９年２月）
12,180

こども青少年局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（総合福祉システム　母子保健関連事務）長期借入の実施及び同経費の支出について【平成29年２月分】
436,644

こども青少年局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について　１月分（７１回目・府外）
9,619,970

こども青少年局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成28年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について　No．１０
1,195,170

こども青少年局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員事例研究会（北・東・中央ブロック）の実施及び同経費の支出について（平成２９年２月）
12,140

こども青少年局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成２９年３月子育て支援室スキルアップ研修の実施及び同経費の支出について
28,980

こども青少年局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入について（第８１８～８１９号）
8,856

こども青少年局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度もと大淀勤労青少年ホーム（北区子ども・子育てプラザ）外５施設清掃業務委託他３件の実施経費の支出について（平成２９年２月分）
2,032,659

こども青少年局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第21回目）
33,450,000

こども青少年局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦・乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（７２回目・府内）
187,477,800

こども青少年局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　妊婦・乳児一般健康診査事業及び出産前小児保健指導事業に要する委託料（振込手数料）の支出について　２月分（府内）
184,860

こども青少年局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて
48,575

こども青少年局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市病児・病後児保育事業（民間分・新規開設分）委託料基本分の支払いについて
201,500

こども青少年局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
23,123

こども青少年局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 病児･病後児保育事業周知用チラシの印刷及び同経費の支出について
102,600

こども青少年局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　普通旅費 管理課市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
3,681

こども青少年局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（2月分）
399,056

こども青少年局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（７４回目・府内）
393,080

こども青少年局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成28年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　２月分（７８回目・府内）
12,680

こども青少年局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２７年度子ども手当（特措法）交付金の還付について
508,333

こども青少年局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２３年度子ども手当（特措法）交付金の還付について
139,999

こども青少年局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成２４年度子ども手当（特措法）交付金の還付について
59,999

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（１月分）の支出について
1,001,186
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こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 長野市美和荘にかかる措置費の支出について（２月分）
343,570

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報償費　報償金 大阪市要保護児童対策関連事業委託事業者選定会議にかかる謝礼金等の支出について
51,159

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(12～1月請求分）
268,557

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
581,350

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度身元保証人確保対策事業にかかる保証料の支出について（平成29年２月開始分）
1,760

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度児童扶養手当給付費の支出について（３月期年金併給分）
70,780

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度児童扶養手当給付費の支出について（３月期随時払）
21,125,750

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 大阪府立修徳学院にかかる措置費の支出について（１月分）
1,865,102

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 児童相談システム用機器保守業務委託の実施に係る経費の支出ついて（２月分）
91,800

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（１月分）の支出について
672,909

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 和歌山県立仙渓学園にかかる措置費の支出について（１月分）
287,185

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立若葉学園にかかる措置費（１月分）の支出について
648,676

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童保護措置費・保育給付費手帳（平成28年度版）買入について
47,190

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成28年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
45,682

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度大阪市児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金の支出について（たけの子の里）
809,000

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 神戸市立自立援助ホーム子供の家にかかる措置費（１月分）の支出について
316,965

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立淇陽学校における措置費の支出について（１月分）
435,965

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成28年度：12回目）
170,683

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
1,428,867

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
64,641,919

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
65,029,819

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童入所施設等措置費の支出について（３月分事務費）
515,111,273

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成28年度：13回目）
196,992

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ28年10月～12月分　４回目）
529,500

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設東さくら園にかかる指定管理業務代行料の支出について（3月分）
14,609,550

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外２施設にかかる指定管理業務代行料（３月分）の支出について
68,874,478

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（１月診療３月支払い分）
28,112

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（１月診療３月支払い分）
23,102,918

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
319,200

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（２月審査分）
4,525,120

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（１月診療３月支払い分）
150,469

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金に係る経費の支出について（養育里親）
835,000

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務手数料の支出について（１月診療３月支払い分）
16,762,123

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(１２月分)の支出について（大阪市立病院分他　２回目）
2,439,370

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
290,240

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
2,594,960

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
6,848,187

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 兵庫県立明石学園にかかる措置費（２月分）の支出について
829,316

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（３月決定分）
8,569,960

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設和歌山すみれホームにかかる措置費の支出について（３月分）
797,487

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 母子生活支援施設白浜なぎさホームにかかる措置費の支出について(３月分）
194,265

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（２月分）
126,845

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成29年度大阪市ひとり親家庭等支援事業委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について
51,679

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成２８年度全国ひとり親世帯等調査に関する全国担当者事務打合せ会議の出席に係る管外出張経費の支出について
29,640

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童虐待事例検証部会による調査の実施に係る委員報酬等の支出について
16,253

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 大阪市社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童虐待事例検証部会による調査の実施に係る委員報酬等の支出について
420

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 奈良県立精華学院にかかる措置費の支出について（２月分）
896,844
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こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(１月分)の支出について
17,313,183

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度助産制度措置費(１月分)の支出について（大阪市立病院分）
3,492,486

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童入所施設等措置費の支出について（事務費精算分）
3,245,305

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（平成29年1月分）
549,232

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（２月審査分）
18,739,261

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分）
153,913,797

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度児童入所施設等措置費の支出について（２月分事業費３月払い）
54,246,980

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報償費　報償金 平成28年度全国ひとり親世帯等調査にかかる調査謝礼金の支出について
1,140,000

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成28年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（平成29年1月分）
1,210,537

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（２月審査分：基金）
2,207,378

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助金の支出について（交付要綱第15条第１項分）
141,480,000

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成２８年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（３月概算払分：基金）
25,233,156

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（Ｈ28年５月～７月分）
88,500

こども青少年局 こども家庭課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿波座センタービル階段非常照明用安定器及び交換電池の購入について
155,628

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（１２月１月分）の支出について
52,550

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（平成２９年３月分）
2,600,000

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用ｉＯＳ搭載タブレット型コンピュータ借入および同所要経費の支出金額の変更について（平成29年１月分）
34,447

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２２日）
21,782

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２２日）
20,659

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２２日）
11,420

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２２日）
74,840

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　船車賃借料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月１日～２月２２日）
13,716

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房設置オゾン発生装置修繕及び同経費の支出について
55,080

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 阿武山学園紅葉寮給湯器買入及び同所要経費の支出について
138,240

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 平成２８年度近畿児童自立支援施設協議会給食研修会参加について
4,520

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 阿武山学園入所児童の高等学校受験の引率並びに、その経費の支出について
32,970

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（３月分）
224,400

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成28年度　阿武山学園入所児童就職支度費の支給及び同所要経費の支出について
325,040

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 弘済小学校分校実施の社会見学への参加及び同所要経費の支出について（平成29年３月21日実施分）
7,200

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 弘済小学校分校実施の社会見学への参加及び同所要経費の支出について（平成29年３月21日実施分）
4,320

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 弘済小学校分校実施の社会見学への参加及び同所要経費の支出について（平成29年３月21日実施分）
4,500

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（平成29年１月分）
24,409

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用油粕ほか21点（下半期）買入および同所要経費の支出について
155,919

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度阿武山学園一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（平成29年２月分）
27,000

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度　阿武山学園本館便所清掃業務委託及び同所要経費の支出について（平成29年２月分）
24,261

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（平成29年２月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用リモートアクセスサービス導入及び同所要経費の支出について（平成29年２月分）
5,544

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成28年度　阿武山学園春期園外社会体験行事実施及び同所要経費の支出について（平成29年３月29日～30日実施分）
32,000

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成28年度　阿武山学園春期園外社会体験行事実施及び同所要経費の支出について（平成29年３月29日～30日実施分）
27,700

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月２３日～２月２８日）
4,180

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（２月分：２月２３日～２月２８日）
7,340

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　阿武山学園春期園外社会体験行事実施及び同所要経費の支出について（平成29年３月29日～30日実施分）
234,600

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　船車修繕料 阿武山学園事業用公用車（２台）車検整備及び車検代行処理業務委託と同所要経費の支出について
138,284

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 平成28年度　阿武山学園白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（平成29年２月分）
7,430

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（平成29年２月分）
3,724

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用ｉＯＳ搭載タブレット型コンピュータ借入および同所要経費の支出金額の変更について（平成29年２月分）
34,447

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料の支出について（平成29年２月分）
5,130
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こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（２月分）の支出について
38,370

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用ベッド用畳買入及び同所要経費の支出について
775,440

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　コピー代金の支払について（平成29年２月分）
45,104

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１７日）
1,170

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１７日）
32,868

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１７日）
15,350

こども青少年局 阿武山学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（３月分：３月１日～３月１７日）
64,070

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立長谷川羽曳野学園事業用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（平成２９年１月分）
5,130

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立長谷川羽曳野学園入所児童の散髪にかかる経費の支出について（3月分）
3,980

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 大阪市立長谷川羽曳野学園入所児童の散髪にかかる経費の支出について（3月分）
33,660

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
20,884

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
810

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
240

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 福祉型障害児入所児童施設に措置変更する児童に必要な検診にかかる経費の支出について
13,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 長谷川羽曳野学園入所児童に対する生活指導訓練費の支払について(平成29年3月分）
20,650

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪府立高等学校入学予定者にかかる入学料及び教科書・学用品等経費の支出について
100,000

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 大阪府立高等学校入学予定者にかかる入学料及び教科書・学用品等経費の支出について
11,300

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 長谷川羽曳野学園事業用　厨房用スポットクーラー外１点の買入について
253,044

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 長谷川羽曳野学園事業用市内・近接管外出張交通費（２月分）の支出について
15,790

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 長谷川羽曳野学園入所児童の通学用制服及び体操服の購入について
233,400

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立長谷川小学校徴収金（３学期分）にかかる追給分の支出について
1,774

こども青少年局 長谷川羽曳野学園 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市立長谷川羽曳野学園事業用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（平成２９年２月分）
5,130

こども青少年局 運営担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度児童相談システム機器等（平野分室）借入経費の支出について（１月分）
10,713

こども青少年局 運営担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度児童相談システム機器等借入経費の支出について（１月分）
43,977

こども青少年局 運営担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（２月14日実施分）
49,572

こども青少年局 運営担当 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　賄材料費 こども相談センター給食材料購入資金の支出について（平成29年３月分）
4,000,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年２月15日実施分）
2,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（12月分）の支出について
501,987

こども青少年局 運営担当 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター診療所用A群ﾍﾞｰﾀｰ溶血性連鎖球菌抗原ｷｯﾄほか39点 買入及び同経費の支出について
457,066

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.027）
6,106,890

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.106）
2,498,250

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（1月30日依頼分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年2月10日実施分）
2,400

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年2月16日実施分）
1,620

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年２月16日実施分）
1,620

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（２月分）の支出について
1,168,375

こども青少年局 運営担当 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（１月分）の支出について
2,438,308

こども青少年局 運営担当 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１２月分）の支出について
151,832

こども青少年局 運営担当 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こどもセンター事業用新版Ｋ式発達検査２００１検査用紙外１１点買入及び同所要経費の支出について
109,836

こども青少年局 運営担当 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託経費の支出について（１月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年２月17日実施分）
29,520

こども青少年局 運営担当 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成２８年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞への参加にかかる所要経費の支出について
33,470

こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月前半分）
336

こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月前半分）
616

こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月前半分）
60,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度南部こども相談センター事業用切手類購入経費の支出について（２月購入）
6,800

こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月前半分）
19,360
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こども青少年局 運営担当 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月前半分）
1,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成２８年度こども相談センター平野分室等水質検査及び簡易専用水道検査業務委託経費の支出について
28,191

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　印刷製本費 こども相談センター事業用　児童用記録フォルダ印刷及び同経費の支出について
299,700

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　建物修繕料 こども相談センター電話交換機設備整備費の支出について
345,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 こども相談センター 混合給水栓用カートリッジほか3点 買入及び同経費の支出について
39,663

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用電話料金（２月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
51,012

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成２８年度もといきいきエイジングセンター機械警備業務委託の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
45,900

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成２８年度こども相談センター平野分室等水質検査及び簡易専用水道検査業務委託経費の支出について
30,924

こども青少年局 運営担当 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成２８年度こども相談センター平野分室等水質検査及び簡易専用水道検査業務委託経費の支出について
285

こども青少年局 運営担当 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 「フォスタリング・チェンジプログラム」ファシリテーター養成コースへの参加にかかる同所要経費の支出について（平成29年２月20日～24日実施分）
64,200

こども青少年局 運営担当 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成28年度児童相談所一時保護所指導者研修＜第２グループ＞への参加にかかる同所要経費の支出について（平成29年２月15日～２月17日実施分））
34,050

こども青少年局 運営担当 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.028）
1,990,043

こども青少年局 運営担当 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業報償金の支出について（２月28日実施分）
49,572

こども青少年局 運営担当 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借入契約の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市こども相談センター教育相談関連事業業務委託事業者選定会議の謝礼の支出について
103,798

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年２月28日実施分）
2,160

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 第５回東京・九州フォーラムへの参加にかかる同所要経費の支出について（平成29年２月26日実施分）
27,460

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
10,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　食糧費 平成28年度こども相談センター一時保護入所児童にかかる就業支援体験費用について
7,021

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気料金（２月分）の支出について
251,225

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金（２月分）の支出について
1,490

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　備品修繕料 こども相談センター事業用ＣＤ－Ｒほか９点 買入及び同経費の支出について
239,490

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
130

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について（２月）
58,860

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入及び同経費の支出について（２月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
500

こども青少年局 運営担当 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月後半分）
1,401

こども青少年局 運営担当 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月後半分）
40,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月後半分）
4,604

こども青少年局 運営担当 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月後半分）
1,100

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等受水槽・高置水槽・貯湯槽清掃業務委託経費の支出について
73,742

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等汚水槽・雑排槽清掃業務委託経費の支出について
207,049

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 児童相談システム機器（追加分）借入経費の支出について（２月分）
13,932

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成28年度こども相談センター事業用コピー代金の支出について（１月分）
129,595

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター診療所用サージカルマスクM　ほか１３点の支出について
106,552

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 南部こども相談センター事業用ガス料金（平成29年２月分）の支出について
212,102

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＣ）業務委託契約にかかる支出について（平成29年2月分）
450,500

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等受水槽・高置水槽・貯湯槽清掃業務委託経費の支出について
22,767

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等汚水槽・雑排槽清掃業務委託経費の支出について
18,995

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センターにおける臨床検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
31,578

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 こども相談センター休日及び平日夜間の電話教育相談事業委託契約にかかる支出について（平成29年2月分）
2,158,978

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外業務委託契約にかかる支出について（平成29年2月分）
6,854,852

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度南部こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
36,396

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度大阪市南部こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入にかかる所要経費の支出について（２月分）
5,076

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター用（森ノ宮・南部）寝具一式経費の支出について（平成２８年度１月分）
72,090

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用小型乗用車長期借入の支出について（平成29年2月分）
64,692

こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等汚水槽・雑排槽清掃業務委託経費の支出について
756
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こども青少年局 運営担当 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター平野分室等受水槽・高置水槽・貯湯槽清掃業務委託経費の支出について
691

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係る職員研修講師謝礼経費の支出について（３月６日実施分）
27,900

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度こども相談センター職員現任研修にかかる講師謝礼の支出について（３月１日実施分）
11,180

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年3月3日実施分）
9,680

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月２日実施分）
2,260

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 北部こども相談センター（仮称）水道料金（２月分）の支出について
1,555

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川水道料金（３月請求分）の支出について
1,522

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター清掃業務委託長期継続の実施及び同所要経費の支出について（平成29年2月分）
227,519

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター警備（人的警備）業務委託長期継続の支出について（平成29年2月分）
563,887

こども青少年局 運営担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度こども相談センター事業用自動車（長期契約）リース及び同経費の支出について（２月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成28年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託経費の支出について（２月分）
5,616

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市里親関連事業委託事業者選定会議にかかる委員報酬の支出について（２月28日実施分）
51,089

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月６日実施分）
12,700

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年3月8日実施分）
2,660

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月７日実施分）
28,900

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 平成２８年度テーマ別研修「家族への支援～ステップファミリー」への参加にかかる所要経費の支出について（平成29年3月7日～8日実施分）
39,510

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センターカラーコンテナほか７点買入及び同所要経費の支出について
164,160

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター用心理検査用具（ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査記録用紙）外２８点買入及び同所要経費の支出について
397,734

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度子どもの虹テーマ別研修「家族への支援～ステップファミリー」への参加にかかる資料代の支出について（平成29年3月7日～8日実施分）
2,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 平成２８年度南部こども相談センター用紙ねんどほか７点買入及び同所要経費の支出について
32,562

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成28年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
65,012

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成28年度２月分）
18,100,350

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成28年度社会福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（１月分）の支出について
3,500

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 親・子のカウンセリング事業用報償金（２月分）の支出について
382,720

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 精密検診及び事後指導用報償金（２月分）の支出について
210,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度第2回教育相談事業推進会議の講師謝礼の支出について
60,942

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
101,597

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成28年度南部こども相談センター事業用コピー代金の支出について（1月追給分・２月分）
45,806

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こどもセンター事業用ハンドル式複柱書架用背当たり板買入及び同所要経費の支出について
79,315

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川電気料金（３月請求分）の支出について
15,171

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用切手購入経費の支出について（平成29年３月購入分）
30,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市北部こども相談センター(仮称）機械警備業務委託の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
45,900

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度大阪市北部こども相談センター（仮称）昇降機保守点検業務の実施及び同所要経費の支出について（１月分）
66,960

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備業務委託長期継続（平成29年2月分）の支出について
559,200

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（平成29年2月分）の支出について
407,700

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料（平成29年2月分）の支出について
1,941,840

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター昇降機保守点検業務委託料(2月分)の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料の支出について（平成29年1月分）
17,110

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.030）
1,324,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.029）
1,638,781

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月10日実施分）
4,120

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 こども相談センター事業用　医学書　ＤＳＭ－５　ほか３点 買入及び同経費の支出について
74,549

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（３月分）
403,120

こども青少年局 運営担当 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンターの管理費の支出について（３月分）
782,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（１月分）の支出について
430,790

こども青少年局 運営担当 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター一時保護所用コミック１　ほか268点の支出について
138,294

こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度性加害治療教育プログラムに係るスーパーバイズ経費の支出について（平成29年３月８日実施分）
18,600
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こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第３四半分期）の支出について
186,660

こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター用トナーカートリッジほか１点の買入経費の支出について
222,858

こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 こども相談センター事業用電話料金（２月使用分）の支出について
4,374

こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度南部こども相談センター事業用電話料金（３月請求分）の支出について
133,931

こども青少年局 運営担当 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成28年度こども相談センター及び南部こども相談センター白衣等洗濯請負業務委託経費の支出について（２月分）
25,142

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成28年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.107）
884,801

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター用靴下（スクールソックス）ほか６点買入経費の支出について
78,645

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成28年度こども相談センター事業用コピー代金の支出について（２月分）
153,957

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンターガス料金（３月分）の支出について
1,490

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気料金（３月分）の支出について
246,456

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　医薬材料費 平成２８年度南部こどもセンター診療用一般軟膏基剤白色ワセリンほか９点買入経費の支出について
58,320

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について
46,699

こども青少年局 運営担当 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　庁用器具費 こども相談センター用ハンドル式移動棚一式買入経費の支出について
4,298,400

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度 医療的機能強化事業用鑑定医報償金の支出について（２月24日依頼分）
21,300

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成28年度メンタルフレンド訪問援助事業用活動費（第２回活動検討会）の支出について（２月３日実施分）
6,000

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年3月16日実施分）
2,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月16日実施分）
2,600

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（平成29年３月17日実施分）
23,040

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター事業用単行本１　ほか１８点の支出について
61,020

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター一時保護所事業用　アコースティックギターほか１点 買入及び同経費の支出について
86,184

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成２８年度南部こども相談センター一時保護所用清掃用品１　ほか４３点の支出について
182,520

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用ガス料金（３月分）の支出について
1,316,968

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センター事業用電気料金（２月分）の支出について
2,297,323

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用電話料金（２月使用分）の支出について（光IP電話通話料）
398,114

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成28年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
92,537

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成28年度こども相談センター衛生害虫駆除及びねずみ等の防除業務委託の所要経費の支出について
105,300

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（１月分）の支出について
37,960

こども青少年局 運営担当 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 備品購入費　図書購入費 平成２８年度南部こども相談センター事業用単行本１　ほか１８点の支出について
4,590

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について　（平成29年1月分）
23,846

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育所等における業務効率化推進のための補助金の支出について（１回目）
13,903,000

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月01日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付について（１月分）
460,130

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
46,160

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
27,880

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
14,320

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
13,360

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月02日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
1,020

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 就学前教育カリキュラム講演会開催にかかる報償金の支出について
17,420

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成29年1月分）
14,450

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（1月分）の支出について
5,130

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金の支出について
3,492,023,410

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（池島保育園分）
622,600

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（キッズパレス,認定こども園東よさみ幼稚園,認定こども園御幸幼稚園・さくらんぼ保育園分）
205,200

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（佃幼稚園・認定こども園ひじり幼稚園・ひじり保育園分）
251,300

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（友渕児童センター・成育児童センター分）
49,300

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　建物修繕料 大阪市保育・幼児教育センターサイン改修工事にかかる経費の支出について
324,000

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市立保育・幼児教育センター清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について
169,020

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度特定教育・保育施設事業者説明会の開催にかかる会場使用料の支出について
40,500
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こども青少年局 保育企画課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について　（平成29年2月分）
9,736

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度こども・子育て支援事務センター　賃借料　３月分について
112,360

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園運営用ボンドガイドマスターの購入にかかる経費の支出について
167,994

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 市立幼稚園環境衛生検査業務委託の実施にかかる経費の支出について
237,600

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市保育・幼児教育センター維持管理費（1月分）及び管理業務委託費（2月分）の支出について
780,261

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
3,457,977,074

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
369,329,440

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
44,647,289

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
447,703,549

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 もとこども文化センター機械警備業務委託契約にかかる経費の支出について（２月分）
30,240

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 市立幼稚園新入園児用｢けんこうてちょう｣印刷並びに同所要経費の支出について
201,960

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第１２回）
81,265

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第１２回）
2,880

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 城東区民センターホール使用に係る舞台設営業務委託
34,560

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
25,090

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成２９年１月分市内出張等旅費にかかる支出について
24,909

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市教育・保育施設等職員（2月）研修会に係る所要経費の支出について（講師謝礼）
20,580

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度大阪市民間保育所等職員研修業務委託の実施及び同所要経費の支出について（４回目/全４回）
3,032,500

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（上新圧保育園分）
928,400

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第１０回大阪市こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会の筆耕翻訳に係る経費の支出について
26,608

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　建物修繕料 瓜破北幼稚園給水管漏水緊急修繕工事にかかる支出について
565,920

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について
14,796

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 大阪市保育人材確保対策事業に係る選定会議の委員の報償金及び交通費の支出について
50,079

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成29年２月分）
724,570

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報償費　報償金 平成29年度大阪市民間教育・保育施設等職員研修業務に係る委託事業者選定会議の開催及び同所要経費の支出について（第２回選定会議報償金）
51,169

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度の保育所入所関係帳票（福祉五法システム）裁断等業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（全１２回/１１回目）
102,401

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（菅南幼稚園ほか１６園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（平成２９年２月分）
468,180

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（伝法幼稚園ほか２６園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（平成２９年２月分）
766,470

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託　長期継続の同所要経費の支出について（平成２９年２月分）
194,400

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　筆耕翻訳料 平成２８年度第１１回大阪市こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会の筆耕翻訳に係る経費の支出について
28,271

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市認定こども園こどものための教育・保育給付費（３月分）の支出について（東大阪市：鴻池学園幼稚園）
2,346,204

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度大阪市私立幼稚園就園奨励費補助金の支出について（追加執行分）
740,800

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　産休等代替職員費補助金の支出について（11月交付決定分１）
6,573,506

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
1,838,530

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
6,107,680

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
16,301,018

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（３月分）の支出について
103,580

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 子どものための教育・保育給付費等の精算について（梅田ひまわり保育園・常磐会短期大学付属幼稚園分）
199,600

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成29年2月分）
10,574

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成28年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（2月分）の支出について
5,130

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市こども・子育て支援事務センター運営事業に関する包括的業務委託　長期継続（２月分）
4,191,480

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　産休等代替職員費補助金の支出について（11月交付決定分２）
1,463,680

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
97,518

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第１３回）
81,265

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 こども・子育て支援会議　認可・確認部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
97,518

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 発達障がい児等特別支援教育相談事業委託業者選定会議にかかる報償金の支出について（第２回）
49,769

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 私立幼稚園等教員等研修事業委託業者選定会議にかかる報償金の支出について（第２回）
49,399
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こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議　認可・確認部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
2,940

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 社会福祉審議会児童福祉専門分科会保育事業認可部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第６回）
2,300

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 こども・子育て支援会議　教育・保育施設等事故検証部会にかかる委員報酬及び交通費の支出について（第１３回）
2,880

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成２９年２月分市内出張等旅費にかかる支出について
29,483

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター事業用折りたたみ式スタックテーブルほか６点の購入にかかる支出について
2,026,620

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター回線使用料の支出について（1月26日～２月25日）
19,386

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 備品購入費　庁用器具費 大阪市保育・幼児教育センター事業用折りたたみ式スタックテーブルほか６点の購入にかかる支出について
187,380

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市保育・幼児教育センター維持管理費（2月分）の及び管理業務委託費（3月分）の支出について
763,816

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成28年度市内出張交通費の支出について（12・1月分）
168,266

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育人材確保対策貸付事業補助金の支出について（特別会計設立分）
249,943,100

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市保育所等における業務効率化推進のための補助金の支出について（２回目）
50,962,000

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（単価改正３月分）の支出について
74,791,144

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費の支出について（単価改正３月分）
33,835,810

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　他市公立保育所子どものための教育・保育給付費（４月分）【公定価格改定による精算分】の支出について（島根県隠岐郡隠岐の島町：中村保育園）
30,630

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間保育所子どものための教育・保育給付費（３月分）【単価改定による精算分】の支出について
438,233,416

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成２８年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費の支出につい（単価改正３月分)
6,996,624

こども青少年局 保育企画課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保育所保育料過誤納金（過年度調定分）の還付について（２月分）
169,350

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 市立保育所における実費徴収にかかる補足給付費の支出について(３月支払分)
145,256

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月01日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 鯰江保育所調理室ガスコンベック点検作業の実施及び同所要経費の支出について
5,940

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 ３月６日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（３月７日～３月１０日）３月２週
448

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月６日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月７日～３月１０日）３月２週
15,661

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費の支払いについて（1月分）
119,464

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託料（1月開催分）の支出について
22,920

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　保育日誌ほか４点印刷・購入及び同所要経費の支出について
1,397,520

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 西大道保育所調理室食器消毒保管庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
19,440

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 大正保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
37,152

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 森小路保育所支援センター保育室中央空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
101,023

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 日之出保育所２歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
222,793

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 茨田第１保育所２歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
7,560

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用ネフスピールほか２３点の購入および同経費の支出について
105,840

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用はじめてのクーゲルバーン・シップほか４３点の購入および同経費の支出について
96,595

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガステーブルコンロ（磯路）の購入および同経費の支出について
42,120

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用はじめてのクーゲルバーン・シップほか４３点の購入および同経費の支出について
99,014

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　舌圧子ほか１点の購入及び同経費の支出について
410,745

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用ネフスピールほか２３点の購入および同経費の支出について
108,172

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管予定者選定会議実施経費の支出について（平成29年2月実施分）
67,972

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成28年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム1月分）の支出について
436,050

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２９年１月分）
159,804

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 ３月１３日支出分　所外保育にかかる其他扶助金の支出について（３月１４日～３月１７日）３月３週
200

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
385,830

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ３月１３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（３月１４日～３月１７日）３月３週
5,175

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 梅本保育所３歳児保育室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
76,687

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 三国保育所３歳児保育室空調機分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
64,800

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 日之出保育所調理室小荷物用昇降機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
32,400

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　色画用紙くろ　ほか７８点の購入及び同経費の支出について
957,700

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 平成２８年度市立保育所（四貫島保育所）における電気料金の支出について（２月分）
912

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について（２月分）
239,058
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こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（南エリア）の所要経費の支出について（２月分）
200,880

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について（２月分）
249,480

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月15日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の所要経費の支出について（２月分）
247,968

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポスターカラーしろほか１４０点の購入および同経費の支出について
1,099,564

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　給湯器(加美第１保育所)の購入および同経費の支出について
47,628

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成２８年度　保育所運営事業委託料の支出について（３月分）
332,024,015

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費について（１・２月分）
1,483,157

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 四貫島保育所仮設園舎一式長期借入使用料の支出について
2,516,400

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　給湯器(喜連保育所)の購入および同経費の支出について
48,600

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　４，５歳児用机外１０点の購入及び同所要経費の支出について
5,209,745

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 酉島保育所０歳保育室空調機緊急取替工事に係る所要経費の支出について
410,400

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 阪南保育所５歳児保育室空調機緊急取替工事に係る所要経費の支出について
624,240

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　建物修繕料 住吉乳児保育所調理室空調機緊急取替工事に係る所要経費の支出について
563,652

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 梅本保育所調理室空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
30,348

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 関目保育所１Ｆトイレ内洗濯機修繕の実施及び同所要経費の支出について
21,816

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 小田町保育所調理室食器消毒保管庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
77,112

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　被服費 保育所給食調理業務用　被服上衣（白）外１点購入及び同経費の支出について
736,419

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立御崎保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
4,440

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 高見町保育所３歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
11,988

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 住吉保育所食堂空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
13,176

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 梅本保育所３歳児保育室空調機洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
174,625

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 毛馬保育所４歳児保育室空調機分解洗浄作業の実施及び同所要経費の支出について
54,000

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費について（２月分）
709,431

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月22日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス鋳物コンロ(三重)ほか１点の購入および同経費の支出について
1,030,968

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用トイレットペーパー外１６点の購入及び同経費の支出について（３回目）
670,535

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　クッキングシートほか３４点の購入および同経費の支出について
990,819

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　筆耕翻訳料 保育所運営課録音記録内容反訳業務委託料（2月開催分）の支出について
12,224

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立四貫島保育所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について
226,800

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（特別保育事業　平成２９年２月分）
140,510

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　其他扶助金 市立保育所における実費徴収にかかる補足給付費の支出について(３月支払分)
9,312

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
391,500

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　電子体温計ほか１８点の購入及び同経費の支出について
1,010,188

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 ガードフェンス設置用　単管パイプ（１ｍ）外４点の購入及び同経費の支出について
54,000

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 高見町保育所調理室食器消毒保管庫修繕の実施及び同所要経費の支出について
74,520

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 三国保育所調乳室給湯器修繕の実施及び同所要経費の支出について
10,152

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 加島第１保育所つどいの広場空調機修繕の実施及び同所要経費の支出について
37,260

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立生野保育所他２箇所にかかる不動産測量等業務委託の実施及び同所要経費の支出について
3,859,732

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所用　一時預かり事業（休日）分納付書・領収証書（雑収）ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
124,113

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　一時預かり事業（休日）分納付書・領収証書（雑収）ほか９点の印刷・購入及び同所要経費の支出について
165,510

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成28年度市立保育所におけるインターネット回線使用料（ケイオプティコム2月分）の支出について
436,050

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について（３月分）
266,820

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 職員採用採用試験官業務への従事にかかる市内出張旅費の支出について（平成28年10月9日実施分）
2,320

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
22,583

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ジョイントマットの購入および同経費の支出について
74,358

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所及び子育て支援センター等におけるコピー機使用料の支出について（2月分）
370,357

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ドッジボール（青・1号球）ほか２１点の購入および同経費の支出について
104,571

こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ポリエチレン手袋Ｓほか６点の購入及び同経費の支出について
544,374
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こども青少年局 保育所運営課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用電子ピアノの購入および同経費の支出について
375,840

環境局 環境管理課 平成29年03月02日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 乾電池ほか３点の購入に係る経費の支出について（騒音振動対策用）
11,966

環境局 環境管理課 平成29年03月02日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・1月分）
3,926

環境局 環境管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月8日実施分）
15,000

環境局 環境管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト用使い捨て手袋ほか３点の購入に係る経費の支出について（アスベスト対策用）
23,338

環境局 環境管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　自動車購入費 軽自動車（１BOXタイプ）の買入及び同経費の支出について（公害パトロール車用）
2,656,800

環境局 環境管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 大気汚染常時監視用北粉浜小学校測定局階段手すり修繕に係る経費の支出について
216,000

環境局 環境管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立三国センタートイレ洗面器排水トラップ交換に係る経費の支出について
15,444

環境局 環境管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 アスベスト用スライドグラスほか８点の購入に係る経費の支出について（アスベスト対策用）
143,521

環境局 環境管理課 平成29年03月09日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　損害保険料 窒素酸化物対策推進事業用倍速充電スタンドに係る動産総合保険料の支出について
9,670

環境局 環境管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 トランシーバー４台買入経費の支出について（交通騒音振動対策用）
34,560

環境局 環境管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市保管ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物（安定器及び汚染物等）収集運搬業務委託（その２）費用の支出について
961,200

環境局 環境管理課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（2月21日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成28年度化学物質対策セミナー実施に係る阿倍野区民センター舞台設備等運営業務委託料の支出について
51,840

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 におい袋ほか１０点の購入に係る経費の支出について（悪臭防止対策用）
1,252,800

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 乾電池ほか４点買入経費の支出について（交通騒音振動対策用及び航空機騒音対策用）
3,854

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 乾電池ほか４点買入経費の支出について（交通騒音振動対策用及び航空機騒音対策用）
11,796

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
1,058

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 軽自動車（１BOXタイプ）の買入に係るリサイクル手数料の支払いについて
26,340

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
200

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,600

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,500

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
600

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 環境データ処理用端末機買入に係る経費の支出について
267,840

環境局 環境管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出について　２月分
42,984

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：2月分）
1,080

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 法規関連書籍追録概算購入及び経費の支出について（環境管理部一般事務用：第9回中間払い）
9,025

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・平成29年1月分）
27,155

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・平成29年　1月分）
17,310

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　１月分
8,201

環境局 環境管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料金費用の支出について　１月分
4,940

環境局 環境管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 北部環境保全監視グループ市内等出張交通費（事務連絡用、２月分）の支出について
1,230

環境局 環境管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,000

環境局 環境管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,600

環境局 環境管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
3,500

環境局 環境管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：2月分）
422,694

環境局 環境管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成29年2月分）
780

環境局 環境管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成29年2月分）
7,620

環境局 環境管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－２・公害パトロール用・2月分）
2,716

環境局 環境管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　庁用器具費 （共同利用施設維持管理用）大阪市立西中島センター空調機買入に係る経費の支出について
284,472

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（３月３日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（2月分　事務連絡用）
9,872

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 南西部環境保全監視グループ市内出張交通費（事務連絡用、平成29年２月分）の支出について
2,010

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用オキシダント測定用ポンプほか1点（ダイレック株式会社製）買入に係る経費の支出について
135,648

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ミリオン水位計ほか４点の買入に係る経費の支出について（地盤沈下対策用）
55,080

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－５・公害パトロール用・2月分）
7,182
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環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（2月分　環境管理部　一般業務用）
4,712

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 空調機買入その２に係る経費の支出について(大気汚染常時監視用)
972

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 （共同利用施設維持管理用）大阪市立西中島センター貯水槽点検清掃業務委託に係る経費の支出について
58,752

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）【西部環境保全監視グループ】
600

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）【西部環境保全監視グループ】
400

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
800

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
400

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用機器長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
769,482

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視用テレメータ親局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（２月分）
217,404

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（２月分）
76,140

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
1,100

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,400

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（２月分）
5,940

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 空調機買入その２に係る経費の支出について(大気汚染常時監視用)
95,688

環境局 環境管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（２月分）
12,440

環境局 環境管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質等測定用ろ紙ほか４点買入に係る経費の支出について
630,234

環境局 環境管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用浮遊粒子状物質等測定用ろ紙ほか４点買入に係る経費の支出について
93,096

環境局 環境管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－４・公害パトロール用・2月分）
431

環境局 環境管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・2月分）
3,005

環境局 環境管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 レーザー距離計ほか３点の購入経費の支出について
22,734

環境局 環境管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 伸縮式スタッフの購入に係る経費の支出について（騒音振動対策用）
12,744

環境局 環境管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 テープカートリッジほか３点の買入に係る経費の支出について（環境保全関係業務処理システム用）
7,603

環境局 環境管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成２８年度水生生物生息状況調査等業務委託の実施及び同経費の支出について（水質汚濁対策用）
1,284,120

環境局 環境管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ＡＴＣ）庁舎電話料金の支出について（平成29年2月分・庁舎管理用）
55,962

環境局 環境管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 ライフジャケット購入経費の支出について（水質汚濁対策用）
107,136

環境局 環境管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　自動車騒音面的評価システム機器一式　借入経費の支出について（交通騒音振動対策用）平成29年２月分
3,240

環境局 環境管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入に係る経費の支出について（２月分）
90,504

環境局 環境管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 産業廃棄物情報管理システム用プリンタートナーの買入に係る支出ついて
37,260

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用消火器買入に係る経費の支出について
33,480

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 大気汚染常時監視用消火器買入に係る経費の支出について
600

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）【西部環境保全監視グループ】
2,000

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（2月分）
3,072

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 大気汚染常時監視用消火器買入に係る経費の支出について
126,360

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線ほか１回線の使用に係る経費の支出について（2月分）
8,606

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 環境データ処理システム用光回線ほか１回線の使用に係る経費の支出について（2月分）
14,622

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　手数料 大気汚染常時監視用消火器買入に係る経費の支出について
23,300

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（３月分、１回分／全２回）
4,900

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（３月分、１回分／全２回）
3,900

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（３月分、１回分／全２回）
9,600

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（３月分、１回分／全２回）
100

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大気汚染常時監視用梅田新道測定局の不動産使用にかかる経費の支出について（下半期分）
797,784

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 レベルレコーダほか１点買入経費の支出について（交通騒音振動対策用および航空機騒音対策用）
459,000

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 レベルレコーダほか１点買入経費の支出について（交通騒音振動対策用および航空機騒音対策用）
52,920

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 備品購入費　機械器具費 振動レベル計買入経費の支出について（交通騒音振動対策用）
430,272

環境局 環境管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度大阪市保管高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物（安定器及び汚染物等）処分に係る収集運搬業務委託料の支出について（その２）
6,474,600

環境局 事業管理課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター高天井照明設備修繕費（施設維持管理用）の支出について
291,600

環境局 事業管理課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（１月分）
30,240
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環境局 事業管理課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（1月分）
10,530,000

環境局 事業管理課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（1月分）
9,817,920

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 「安全運転教育研修」受講の交通費の支出について（交通事故防止対策用）
51,480

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 充電式ブロアほか４点購入経費の支出について（環境整備用）
138,132

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 不法投棄防止看板の購入にかかる経費（市民啓発用）の支出について
311,040

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 粗大ごみ処理手数料収納用粗大ごみ処理手数料券印刷経費の支出について
9,240,480

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（１月分）
14,072,864

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（1月分）
3,751,920

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ整備用）の支出について　　（１月分）
845,829

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 委員報酬の支出について（第２６回路上喫煙対策委員会用）
97,518

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 路上喫煙対策委員会にかかる交通費の支出について（第２６回路上喫煙対策委員会用）
3,440

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 市営交通回数カード（路上喫煙防止指導員用）の購入経費の支出について
300,000

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　コードレスインパクトレンチほか１６点購入経費の支出について（斎場事業運営用）
338,472

環境局 事業管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　ジョイントキャップ購入経費の支出について（斎場事業運営用）
399,621

環境局 事業管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 入銭手数料（施設維持管理用）の支出について
88,000

環境局 事業管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（１月分）
1,912,727

環境局 事業管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 工事請負費　改修工事費 服部霊園雨水管整備工事にかかる経費の支出について（霊園整備用）
37,061,280

環境局 事業管理課 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（１月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ドライワイパーほか１点の購入経費（し尿流注業務用）の支出について
25,596

環境局 事業管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
255,378

環境局 事業管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
217,691

環境局 事業管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
259,468

環境局 事業管理課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）平成２９年１月分
19,261

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（新車購入新明和工業(株)中間検査）
35,860

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中浜流注場受水槽処理水給水用定水位弁取替修繕について（し尿流注場施設維持管理費）
164,160

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西部環境事業センター　本館１階出入口自動扉修繕費（施設維持管理用）の支出について
410,400

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所１階車路シャッター修繕費（施設維持管理用）の支出について
123,876

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター男子浴室タイル修繕費（施設維持管理用）の支出について
198,720

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度（下半期）廃油等回収処理業務委託経費（環境整備用）の支出について
6,048

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 のぼりほか１件（たばこ市民マナー向上エリア用）の買入費用の支出について
367,740

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ポケットティッシュ（たばこ市民マナー向上エリア用）の購入経費の支出について
777,600

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
2,837,803

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 人力除草・清掃業務委託（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
6,366,443

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
14,881,954

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（２月分）
16,225,341

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破霊園内合葬式墓地記名板買入にかかる経費（霊園整備用）の支出について
1,404,000

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場空調用フィルター清掃業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
124,200

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（１月分）
30,326

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（瓜破霊園過年度還付用）
8,586

環境局 事業管理課 平成29年03月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
126,300

環境局 事業管理課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東南環境事業センター１階ＰＳ内給水配管漏水修繕費（施設維持管理用）の支出について
107,244

環境局 事業管理課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 入銭手数料（施設維持管理用）の支出について
100,760

環境局 事業管理課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成29年1月郵便局分　廃棄物処理事業用）
332,478

環境局 事業管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 「安全運転教育研修」受講料の支払いについて（交通事故防止対策用）
91,260

環境局 事業管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 合葬式墓地記名板記名業務委託（概算契約）実施経費（霊園整備用）の支出について（２月分）
23,760

環境局 事業管理課 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ整備用）の支出について（１月分）
579,150

環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
3,360
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環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（１月分）
13,874

環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,589

環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立瓜破斎場夜間緊急受付業務委託経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
32,400

環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
441,288

環境局 事業管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システムソフトウェア長期借入経費の支出について（斎場事業運営用２月分）
78,624

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
22,103

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
8,757

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,690

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 入銭手数料（施設維持管理用）の支出について
18,040

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター防草処理ほか２箇所高木撤去及び整地業務委託の支出について（施設維持管理用）
970,920

環境局 事業管理課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
4,420

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 収集事業用フックの購入経費の支出について
388,800

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター真空式温水ヒーター修繕費（施設維持管理用）の支出について
66,744

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
5,037,900

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,970,000

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,752,190

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
5,009,670

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
4,874,850

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,814,860

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
4,101,210

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,897,100

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
3,344,340

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
2,952,120

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
4,251,510

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用）の支出について（１月分）
95,615

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・東部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
280,286

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 東南粗大ごみ中継地外舗装補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
3,956,040

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 東南粗大ごみ中継地外舗装補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
109,080

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 シダホウキほか８点買入経費（清掃ボランティア用）の支出について
796,824

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 工事請負費　改修工事費 東南粗大ごみ中継地外舗装補修工事経費の支出について（施設維持管理用）
2,706,480

環境局 事業管理課 平成29年03月22日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,213,156

環境局 事業管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西南環境事業センター機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（２月分）
30,240

環境局 事業管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（平成29年2月分　ごみ量集計用）
131,706

環境局 事業管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計システムにかかる入力データ作成業務委託経費の支出について（平成29年2月分　ごみ量集計用）
300,891

環境局 事業管理課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置の借入経費の支出について（平成29年2月分　ごみ量集計用）
14,029

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 環境局所管用地の法務局への登記手続きに必要となる土地境界確定協議書に添付するための印鑑証明書発行手数料の支出について（霊園管理用）
450

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 月刊「自動車管理」の購入について（事故防止用）
7,020

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（１月分）
10,017

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター１階休養室床修繕費（施設維持管理用）の支出について
378,000

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 入銭手数料（施設維持管理用）の支出について
29,480

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（１月分）
502,010

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（瓜破霊園外３霊園）及び服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成29年２月分）
20,804,000

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（住吉霊園ほか４霊園）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（平成29年２月分）
3,995,400

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（２月分）
9,192,400

環境局 事業管理課 平成29年03月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（服部霊園過年度還付用）
233

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ごみ等有料処理事務用帳票類印刷経費の支出について（収集事業用）
58,320

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 中部環境事業センター出張所地下１階駐車場排気ファン（ＦＥー１）Ｖベルト取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
241,920



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（水面清掃事業用）（2月分）
3,836,160

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（１月分）
3,980,520

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 除草剤ほか２点の購入経費の支出について（霊園管理用）
37,087

環境局 事業管理課 平成29年03月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
703,033

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ダブルクリップほか１３点購入経費（一般事務用）の支出について
62,964

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（２月分）
311,040

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センターほか８箇所機械警備業務委託費（施設維持管理用）の支出について（２月分）
254,880

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 中浜流注場受入槽・貯留槽等清掃業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について　　　（第２回中間払い）
811,620

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
8,320

環境局 事業管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
13,812

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カラーマルチペーパー購入経費の支出について
103,680

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター主浴槽ろ過器取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
702,000

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成29年2月分　廃棄物処理事業用）
6,303

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（平成29年2月分　廃棄物処理事業用）
2,070

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
10,530,000

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 粗大ごみ処理手数料券の保管・仕分・配送業務委託経費の支出について（平成29年2月分　粗大ごみ処理手数料収納用）
57,434

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（２月分）
12,915,729

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ整備用）の支出について　　（２月分）
800,166

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）経費の支出について（廃棄物処理事業用）（2月分）
9,817,920

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 霊園整備にかかる管外出張費用の支出について（泉南メモリアルパーク　霊園整備用）
3,640

環境局 事業管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,382

環境局 事業管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
3,216

環境局 事業管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（平成29年2月分）
5,590

環境局 事業管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 災害用簡易トイレ（便座）ほか１点購入経費（公衆トイレ整備用）の支出について
1,157,760

環境局 事業管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用）の支出について（２月分）
91,641

環境局 事業管理課 平成29年03月30日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,076,291

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（１月分）
115,973

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（２月分）
115,973

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手書き納付書用ゴム印ほか１点買入経費の支出について
22,535

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 死獣処理用黒色ポリ袋の購入経費（環境整備用）の支出について
171,028

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（２月分）の支出について
151,490

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センターＮｏ.２衣類乾燥機修繕費（施設維持管理用）の支出について
146,880

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 南部環境事業センター副浴槽ろ過器取替修繕費（施設維持管理用）の支出について
957,960

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 北部環境事業センター電話交換機修繕費（施設維持管理用）の支出について
158,760

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター排水処理設備洗車排水貯槽フリクトスイッチ取替修繕費（施設維持管理課）の支出について
340,200

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター階段踊り場縦軸回転窓修繕費（施設維持管理用）の支出について
365,256

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター・中部環境事業センター出張所庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
217,691

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西北環境事業センター・中部環境事業センター・西南環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
408,863

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その２）経費（公衆トイレ整備用）の支出について　　（２月分）
544,698

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター・南部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
424,722

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 不法投棄（産業廃棄物）の収集運搬処理業務委託経費（環境整備用）の支出について（東部センター）
199,800

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 城北環境事業センター・東部環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
431,788

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東南環境事業センター・東北環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（２月分）
259,468

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（１月分）
197,227

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度喫煙設備清掃・管理業務委託経費（喫煙設備維持管理用）の支出について（２月分）
197,227

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　消火器具格納箱購入経費の支出について（斎場事業運営用）
8,640

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 瓜破斎場　屋外据置型Ａ型看板購入経費の支出について（斎場事業運営用）
15,876
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環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 棺受ロストル買入経費の支出について（斎場事業運営用）
2,754,000

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 光回線使用料の支出について（斎場事業運営用３月分）
9,936

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(斎場事業運営用３月分)
37,260

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 作業服洗濯手数料（概算契約）の支出について（瓜破斎場事業管理用）平成２９年２月分
19,774

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 自動給茶器点検整備業務委託経費の支出について（斎場事業運営用）
61,020

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用、平成29年2月分）
26,851,700

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用　平成29年2月分）
16,096,820

環境局 事業管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託の支出について（斎場事業運営用）平成２９年２月分
34,020

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 窓ガラス清掃業務委託（庁舎管理用）の支出について
46,440

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 簡単リメイククッキングの開催にかかる講師謝礼の支出（減量美化推進事業）について
12,900

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,872

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,868

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 燃料費給油カード給油分（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
148,225

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
820

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,582

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（２月分）
5,340

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蚊取線香ほか６点（職員衛生用）の購入経費の支出について
23,608

環境局 北部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 クリアケースほか９点（普及啓発用）の購入経費の支出について
65,977

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 東北環境事業センター　給油機給油ノズルホース等修繕（施設維持管理用）の支出について
260,604

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　29年1月分市内等出張交通費の支出について
13,680

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレ用消臭剤ほか３点の購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
53,341

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（29．1月分）
39,062

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（29.1月分）
671,976

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（29．1月分）
1,294,740

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（29．1月中継地分）
69,052

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区コミュニティ回収促進モデル事業用初期活動支援金の支出について（再振込分）
100,000

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーの購入にかかる経費の支出について（職員衛生用）
68,040

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯機の購入に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）
73,440

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 洗濯機の購入に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）
9,720

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
1,399

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
3,360

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
200

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
6,611

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
1,244

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（29年2月分）
800

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗車用石鹸ほか１点の購入にかかる経費の支出について（洗車作業用）
54,756

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 白灯油の購入に係る経費の支出について（暖房用）
15,120

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・2月分）
285,892

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　工業用水道使用料金の支出について（洗車用・3月分）
11,976

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　29年2月分市内等出張交通費の支出について
14,721

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（29．2月分）
33,776

環境局 東北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代（３月分）の支出について
548,748

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
52,443

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年１月分）
28,485

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年１月分）
671,976

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年１月分）
1,294,740

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２９年１月分）
5,610
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環境局 城北環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用竹ほうき購入経費の支出について
21,060

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（平成２９年２月分）
645,228

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（平成２９年２月分）
24,459

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（平成２９年２月分）
14,590

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用トナーカートリッジ購入経費の支出について
32,184

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 暖房用白灯油購入経費の支出について
16,912

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年２月分）
297,859

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 城北環境事業センター整備棟１階窓硝子修繕費（施設維持管理用）の支出について
34,560

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,922

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
1,203

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
3,150

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
600

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
6,328

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分）
2,460

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用トイレットペーパー購入経費の支出について
24,138

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 廃棄物処理事業用ステープラーほか６点購入経費の支出について
14,796

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支給について（平成２９年２月分）
5,240

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ミキシングバルブの購入経費（施設維持管理用）の支出について
53,622

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
21,803

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年２月分）
12,522

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年２月分）
863,160

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第４四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成２９年２月分）
671,976

環境局 城北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 普及啓発事業用コットンバックほか２点の購入経費支出について
79,164

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（１月分）
142,598

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（１月分）
283,212

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１２月分）の支出について
18,544

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（１月分）の支出について
15,172

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（１月分）
863,160

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（１月分）
671,976

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器ほか１点の購入経費の支出について（安全衛生用）
73,440

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
708

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西北環境事業センター給油機給油ノズルホース等修繕経費の支出について（施設維持管理用）
236,628

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
820

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
7,015

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 蛍光灯管購入経費の支出について（庁舎管理用）
27,000

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（２月分）
676,040

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油の購入経費の支出について（整備棟用）
29,376

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
289,913

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（３月分）
22,258

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（２月分）
450,522

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（減量美化用）２月分
3,890

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
431,580

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（２月分）
100,645

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（２月分）の支出について
22,610

環境局 西北環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カラークリヤーホルダーほか２７点の購入経費の支出について（一般事務用）
92,097

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２９年１月分
89,626

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 排水処理施設内天井水銀灯購入経費の支出について(施設維持管理用)
24,883
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環境局 中部環境事業センター 平成29年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸水購入経費の支出について（庁舎管理用）
36,720

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
812

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
710

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
2,150

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 非常用発電機蓄電池用触媒栓購入の支出について(施設維持管理用)
150,336

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
17,891

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ラミネーターほか12点の買入経費の支出について（天王寺区および東住吉区リサイクルフェスタ物品）
53,746

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（平成２９年１月分）
5,980

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（第６８～７０号）の支出について　（平成２９年２月分）
1,890

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（第６８～７０号）の支出について　（平成２９年２月分）
800

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について平成２９年３月分
5,928

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　平成２９年２月分
171,871

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（３月分）
11,296

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（２月分）
251,526

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入経費の支出について（一般事務用）
29,160

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
863,160

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　庁用器具費 空調機購入経費の支出について（庁舎管理用）
329,400

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成29年2月分)
6,400

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 事務用封筒ほか１２点購入にかかる支出について（一般事務用）
63,646

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２９年２月分
671,976

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成29年2月分
41,075

環境局 中部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物収集運搬事業用）の支出について　平成２９年２月分
431,580

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（12・１月分）
1,960

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
863,160

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
8,509

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタほか１点購入経費（普及啓発用）にかかる支出について
25,272

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
948

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
420

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,419

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,800

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（２月分）
688,500

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（１・２月分）
3,580

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（３月分）
11,145

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度 下水道使用料金（施設用）の支出について（２月分）
193,708

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
863,160

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
671,976

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 拡声器ほか１９点購入にかかる支出について（普及啓発用）
72,576

環境局 西部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代（３月分）の支出について
504,932

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
181,401

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（１月分）
431,580

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,893

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（庁舎管理用）３月分
509,352

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
280

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,600

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,200

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
375

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
2,458
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環境局 東部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
100

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
191,027

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
5,946

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（廃棄物処理事業用）の買入経費の支出について（2月分）
671,976

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張旅費の支出について（２月分）
19,160

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）２月分
234,343

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）３月分
25,736

環境局 東部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（廃棄物処理事業用）買入経費の支出について（２月分）
863,160

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成29年1月分  圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
419,703

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか１点の購入及び同経費の支出について（職員衛生用）
69,984

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成29年1月分　揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
671,976

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通旅費の支出について（研修費/1月分）
9,500

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成29年1月分  軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
863,160

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
7,755

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
2,840

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
1,550

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
850

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ（黒）ほか５点の購入経費の支出について（普及啓発事業用）
26,838

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成２８年度　２月分下水道料金の支出について（庁舎管理用）
248,972

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成28年度　3月分工業用水道料金の支出について（庁舎管理用）
6,220

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成29年2月分  軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
863,160

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 平成29年2月分　圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）
362,911

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（2月分)の支出について
564,408

環境局 西南環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　窓ガラス清掃業務委託及び同経費の支出について（庁舎管理用）
55,620

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
304,866

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
451,656

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
220,320

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
321,192

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
196,560

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
1,280,664

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
19,800

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アルコール検知器（職員用）の購入経費の支出について
96,120

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
442,185

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)[自動車整備用]
523,870

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(1月分)［自動車整備用］
39,949

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(1月広域分)[自動車整備用]
5,400

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
766,603

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
33,000

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（車両継続検査申請用）（３月分）
850,500

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）[１月分]
73,440

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 配線（赤）ほか２４点の買入経費の支出について(自動車整備用)
378,248

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 Ｏリング（Ｐ１１）ほか３１点の買入経費の支出について(自動車整備用)
231,951

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
276,313

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
922,743

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
240,288

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
18,833

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
641,736
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環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
690,528

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（分別収集の推進事業用）の支出について（１月分）
69,052

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）及び 軽自動車 法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）２月分
24,600

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）：２月分
73,800

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（１月分）
783,972

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月08日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用普通貨物自動車法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）２月分
61,500

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 調色塗料用シンナー（下半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
33,318

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
552,611

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（1月分）［自動車整備用］
1,022,223

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（下半期）購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
278,208

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ギヤオイルほか１点の購入経費の支出について（自動車整備用）
225,720

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
3,510

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
5,731

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
573

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
4,001

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
1,750

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
1,200

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（２月分）
1,566

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用チューブレスタイヤ（Ａ）ほか４点の買入並びに同経費の支出について（自動車整備用）
538,380

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）２月分
118,800

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用普通貨物自動車法定点検整備経費の支出について（自動車整備用）２月分
213,840

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（ライトバン）及び　軽自動車　法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）２月分
125,204

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（下半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
25,812

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（下半期）の購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
105,408

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 使用済みタイヤの収集・運搬及び処分業務委託経費の支出について（単価契約）：２月分
84,250

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 エアゾール式水溶性塗料　ほか４点の購入経費の支出について（自動車整備用）
143,532

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｃ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
431,244

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用バッテリーターミナルカバー（赤／黒）ほか４０点の購入費の支出について（自動車整備用）
888,051

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（２月分）
6,620

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ａ）（２０５／８５Ｒ１６）の購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
823,284

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用タイヤ（Ｂ）（１４５Ｒ１２－８ＰＲ）の購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
302,940

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
352,054

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品（Ｄ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
132,656

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用バッテリー（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
77,220

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
895,968

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
426,618

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　南部環境事業センター電気代（２月分）の支出について
837,324

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 タイヤチェンジャー修理［ＡＳＰ－３１]その①に係る経費の支出について（自動車整備用）
58,860

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 タイヤチェンジャー修理［ＡＳＰ－３１]その②に係る経費の支出について（自動車整備用）
113,443

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 塗装ブース作業環境測定業務委託に係る経費の支出について（作業環境評価用）
133,056

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｂ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
576,966

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｆ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
650,360

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用架装部品(Ａ)購入経費の支出について(2月分)［自動車整備用］
146,334

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（３月分）
14,471

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道（庁舎管理用）の利用料金の支出について（２月分）
54,508

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）及び 軽自動車 法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）３月分
45,000

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ラジエーターの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）[2月分]
46,980
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環境局 南部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用ガラスの概算買入経費の支出について（塵芥収集自動車整備用）【２月分】
93,889

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 作動油の購入経費の支出について（自動車整備用）（２月分）
50,976

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯代の経費支出について（自動車整備用）（２月分）
12,533

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｃ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
810,338

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｅ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
985,103

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｇ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
175,367

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｈ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
27,117

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｉ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
593,132

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ミニパワーリレーほか３点の購入経費（施設維持管理用）の支出について
331,668

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（分別収集の推進事業用）の支出について（２月分）
69,052

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入経費(廃棄物処理事業用)の支出について(２月分)
246,240

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）：３月分
45,200

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 リサイクル工作教室用コットンエコバッグほか１点の購入経費の支出について
33,480

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品（Ｄ）購入経費の支出について（2月分）［自動車整備用］
1,217,741

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(2月分)
1,600,346

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 じん芥収集自動車用シャシ部品(Ａ)購入経費の支出について(2月広域分)[自動車整備用]
17,388

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
690,528

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日野車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）３月分
178,200

環境局 南部環境事業センター 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　備品修繕料 ツインリフト点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）
307,800

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 特定衣料保管用衣装ケースの購入経費の支出について（普及啓発用）
19,170

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 照明ランプ（施設維持管理用）の購入経費の支出について
354,780

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
1,140

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
2,840

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 殺虫剤（庁舎管理用）購入経費の支出について
18,338

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 天然ガス使用料金（車両輸送用３月分）の支出について
611,472

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ブレードホースほか４点（車両用）購入経費の支出について
82,782

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 コットンバッグほか12点の購入経費の支出について（普及啓発用）
69,196

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（２月分）
431,580

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機（施設維持管理用）電源スイッチほか８点の購入経費の支出について
103,345

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（２月分）
724,153

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（２月分）
5,273

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（２月分）
22,334

環境局 東南環境事業センター 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用２月分）の支出について
7,110

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）１月分
27,648

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）１月分
1,807,426

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 特定建築物立入検査通知用郵便切手の購入経費の支出について（減量指導事務用）
8,680

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 一般廃棄物収集運搬業許可基準に関する法律相談料の支出について
32,400

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
9,633

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 平成２８年度ごみ搬入票（3連A）ほか1点印刷業務契約の実施にかかる経費の支出について（許可業者指導用）２月分
84,240

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）２月分
268,304

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（許可業者搬入データ集計用）２月分
8,901

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成２８年度　搬入票発行・作業対象名簿管理システム保守業務委託経費の支出について（許可業者管理用）２月分
118,800

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（許可業者管理用）２月分
111,132

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度廃棄物管理責任者講習会（事業系ごみ減量セミナー併催）にかかる会場及び附帯設備使用料の支出について（減量指導事務用）
4,700

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度廃棄物管理責任者講習会（事業系ごみ減量セミナー併催）にかかる会場及び附帯設備使用料の支出について（減量指導事務用）
1,184,380

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成28年度特定建築物管理システム保守にかかる業務委託経費の支出について（減量指導事務用）（２月分）
43,200

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／平成29年２月分）
9,970
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環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電子申請に伴うセキュリティコード送付等後納郵便料金の支出について（許可指導用・排出事業者啓発用・減量指導事務用）
114,300

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　作業対象名簿管理用コンピュータ一式長期借入の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
7,830

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 電子申請に伴うセキュリティコード送付等後納郵便料金の支出について（許可指導用・排出事業者啓発用・減量指導事務用）
2,562

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 電子申請に伴うセキュリティコード送付等後納郵便料金の支出について（許可指導用・排出事業者啓発用・減量指導事務用）
66,722

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 三段対照廃棄物処理法法令集平成28年版の買入及び同経費の支出について（一般事務用）
25,920

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 ＦＡＸ使用経費（工場振替連絡用）の支出について（1-2月分）
3,455

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）２月分
27,648

環境局 一般廃棄物指導課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度資源ごみ等処理業務委託（概算契約）の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）２月分
1,641,697

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 鶴見資源ごみ中継地外舗装補修工事経費（施設維持管理用）の支出について
1,395,360

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 鶴見資源ごみ中継地外舗装補修工事経費（施設維持管理用）の支出について
206,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 廃棄物減量等推進員事業用イベント従事用ビブス購入経費の支出について
211,680

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 工事請負費　改修工事費 鶴見資源ごみ中継地外舗装補修工事経費（施設維持管理用）の支出について
2,977,560

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 工事請負費　改修工事費 鶴見資源ごみ中継地外舗装補修工事経費（施設維持管理用）の支出について
947,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 平野容器包装プラスチック中継施設運営用脱臭装置排気ファン修繕費用の支出について
161,460

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(２月分)
1,058

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 平成２８年度容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー点検・整備業務委託費用の支出について
935,269

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月16日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 資源集団回収事務用切手の購入経費（減量美化推進事業用）の支出について
42,228

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用城東区リサイクル工作教室（平成29年2月25日）講師謝礼金の支出について
30,680

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成29年2月分）
5,859

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成29年2月分）
619,183

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 住之江容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成29年2月分）
1,340

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成29年2月分）
8,934

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 住之江容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（平成29年2月分）
164,641

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成29年2月分）
2,040

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 住之江容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（平成29年2月分）
791

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　建物修繕料 鶴見容器包装プラスチック中継施設運営用脱臭装置排気ファンＶベルト取替修繕費用の支出について
69,660

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 廃乾電池の搬送経費（第6回）の支出について（拠点回収事業用）
386,933

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成２８年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（その２）費用の支出について（資源ごみ中継地及び容プラ中継施設運営用）２月分
28,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用港区推進員連合代表者会議会場使用料の支出について（平成29年2月10日開催分）
1,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区ごみ減量講演会会場使用料の支出について（平成２９年２月２日開催分）
43,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 古紙・衣類の持ち去り行為の規制に関する法律相談経費（減量美化推進事業用）の支出について
27,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 廃棄物減量等推進員用ごみ減量市民交流会(平成29年2月15日)参加推進員交通費の支出について
16,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用淀川区リサイクル工作教室（平成29年2月25日淀川図書館）講師謝礼金の支出について
20,640

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 ごみ減量等の取組推進用切手の購入経費の支出について
205,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 廃棄物減量等推進事業用福島区ガレージセール会場使用料の支出について（平成２９年３月５日開催分）
57,300

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続費用の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）２月分
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続費用の支出について（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）２月分
5,049,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支給について(平成29年2月分)
22,421

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 資源ごみ中継地運営（計量）用小型プリンタ費用の支出について
79,920

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 事務用郵便物後納料金(２月分)の支出について
65,928

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　手数料 不法投棄された家電リサイクル法対象品目の再商品化等料金（2月分）の支出について（廃家電再商品化事業用）
250,282

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市不法投棄廃家電運搬業務委託の経費（2月分）の支出について（廃家電再商品化事業用）
81,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入費用の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）平成２９年２月分
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入費用の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）平成２９年２月分
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（北区・都島区）について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）2月分
4,968,526

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成28年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（西区・港区・大正区）について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）2月分
8,099,100

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成29年2月分）
5,162
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環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（西南方面中継地運営管理用）の支出について（平成29年2月分）
791

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用住之江区リサイクル工作教室（平成29年3月11日）講師謝礼金の支出について
41,160

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用西区・港区・大正区親子エコクッキング（平成29年3月5日　開催）講師謝礼金の支出について
34,500

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」の改正に関する意見書の作成にかかる経費の支出について
108,000

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　手数料 廃棄物減量等推進事業用浪速区ガレージセールし尿処理にかかる経費の支出について
28,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報償費　報償金 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用都島区ごみゼロリーダー講習会（平成29年3月10日都島区役所）講師謝礼金の支出について
9,080

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 地域住民との連携によるごみ減量事業用及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用蛍光マーカーほか２９点買入経費の支出について
207,338

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 地域住民との連携によるごみ減量事業用及びごみ減量・３Ｒ啓発推進事業用蛍光マーカーほか２９点買入経費の支出について
83,187

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 地域住民との連携によるごみ減量事業用住之江区・浪速区ガレージセール（3月実施）会場設営等（物品借入を含む）業務委託経費の支出について
157,680

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（古紙の持ち去り行為の規制用）
56,280

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（住之江中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,794,327

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,157,281

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 使用済み乾電池・蛍光灯管の処理及び再資源化用業務委託料（２月分）の支出について（資源化事業用）
562,420

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容プラ異物除去等業務委託（西淀中継施設）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,163,672

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,144,387

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
6,262,387

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 フレキシブルコンテナバッグ（フレコンバッグ）ほか３点費用の支出について（資源ごみ中継地運営用）
304,948

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか９点の購入について(一般事務用)
62,812

環境局 家庭ごみ減量課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる２月分費用の支出について（資源化事業用）
4,923,721

環境局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成29年１月分）
76,950

環境局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 局所管用地売却事業用土地境界確定協議書にかかる印鑑証明書等発行手数料の支出について（もと大開出張所）
1,050

環境局 総務課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 局所管用地売却事業用御崎詰所筆界特定申請手数料の支出について
57,600

環境局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（普及啓発用）（平成29年２月分）
10,800

環境局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 物価資料買入経費の支出について（契約事務用）
9,780

環境局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 定期刊行物（事務参考用）の購入経費の支出について　月刊廃棄物
21,600

環境局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（平成29年２月分）
2,587

環境局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（２月分）の支出について
34,648

環境局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
18,662

環境局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
10,000

環境局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 平成28年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（平成29年２月分）
468,792

環境局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局文書逓送業務委託経費の支出について（文書逓送用　平成29年２月分）
338,520

環境局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 環境局あべのルシアス庁舎自動扉保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
141,426

環境局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 書籍の購入経費の支出について（一般事務用）
4,104

環境局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成24年度契約分　庁内情報利用パソコン等（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（平成29年２月分）
370,780

環境局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（平成29年２月分）
1,471,557

環境局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用プリンタ等（環境局）一式　借入及び同経費の支出について（一般事務用）（平成29年２月分）
28,593

環境局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 備品購入費　図書購入費 書籍の購入経費の支出について（一般事務用）
5,616

環境局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 全国都市清掃会議「循環型社会形成推進交付金」に係る説明会への出席に係る管外主張旅費の支出について
29,640

環境局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成29年２月分）
76,950

環境局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 未利用地売却事業用クリーン大阪センター地歴調査業務委託経費の支出について
680,400

環境局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 局所管用地売却事業用もと大開出張所の貸付に係る不動産鑑定評価業務委託経費（概算契約）の支出について
1,359,720

環境局 企画課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（平成29年２月分）
2,690

環境局 企画課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成28年度 一般廃棄物（家庭系ごみ）組成分析調査業務委託経費の支出について（一般事務用）
7,020,000

環境局 職員課 平成29年03月02日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 アラミド繊維ゴム張り手袋の購入及び所要経費の支出について（廃棄物処理事業用）
5,268,439

環境局 職員課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成29年1月分・一般事務用)
20,760

環境局 職員課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成28年度　環境局メンタルヘルスラインケア研修の支出について(安全衛生用）
86,400

環境局 職員課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 クリアーホルダーほか６点の購入経費の支出について(一般事務用)
38,891
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環境局 職員課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２８－２４）の支出について（渉外事故関係業務用）
78,960

環境局 職員課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　手数料 衛生推進者講習の受講経費の支出について（安全衛生用）
130

環境局 職員課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　会費 衛生推進者講習の受講経費の支出について（安全衛生用）
10,260

環境局 職員課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 折りたたみ自転車ほか１点買入経費の支出について（服務査察用）
31,320

環境局 職員課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動うがい器の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
97,200

環境局 職員課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全衛生関係視聴覚教材の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
134,676

環境局 職員課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 ホースリールほか２点購入経費の支出について（がんばる職員支援制度用）
28,487

環境局 職員課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 平成28年度　自動車損害共済　共済基金分担金の支出について（渉外事故関係業務用２８－１）
6,294

環境局 職員課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年2月分・一般事務用）
360

環境局 職員課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２８－２５）の支出について（渉外事故関係業務用）
1,190,930

環境局 職員課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（２８－２６）の支出について（渉外事故関係業務用）
81,720

環境局 職員課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 自動車整備業務従事職員石綿健康診断の業務委託経費の支出について（安全衛生用）
264,924

環境局 職員課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 職員情報用プリンタトナーカートリッジの購入経費の支出について（一般事務用）
48,600

環境局 職員課 平成29年03月23日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 熊本地震廃棄物災害支援先遣業務にかかる管外出張について
39,690

環境局 職員課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 図書カード購入経費の支出について（表彰用）
33,320

環境局 職員課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 自動車事故（報告番号27-63・平成27年11月27日発生）の弁護士意見書作成依頼の実施及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
108,000

環境局 職員課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 安全作業靴の購入及び同経費の支出について（廃棄物処理事業用）
399,664

環境局 職員課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境局塗装業務従事職員特定化学物質健康診断の実施及び所要経費の支出について(安全衛生用)
108,864

環境局 職員課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について(平成29年2月分・一般事務用)
18,990

環境局 職員課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カルテホルダーほか３点の買入及び同経費の支出について（安全衛生用）
8,985

環境局 職員課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 補償、補填及賠償金　賠償金 作業事故（28－作10・平成29年２月６日発生）の損害賠償額の決定及び同経費の支出について（渉外事故関係業務用）
11,719

環境局 施設管理課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 建築用コンクリートブロック買入経費の支出について（工場跡地維持管理用）
60,480

環境局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
69,700

環境局 施設管理課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費（1月分）の支出について（施設維持管理用）
61,560

環境局 施設管理課 平成29年03月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）(１月分）経費の支出について（施設維持管理用）
926,062

環境局 施設管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 一般事務用郵便切手の購入について
9,460

環境局 施設管理課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　新規工事費 森之宮地区管路輸送施設廃止に伴う電気設備撤去工事の工事前払金の支出について（管路輸送施設の代替設備設置用）
460,000

環境局 施設管理課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 報償費　報償金 裁判所からの和解勧告に関する「意見書」の作成経費の支出について（施設維持管理用）
180,000

環境局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
3,007

環境局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤ほか4点の買入経費の支出について(施設維持管理用）
45,878

環境局 施設管理課 平成29年03月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 南港管路輸送センターコンテナ輸送車修繕その２の経費の支出について（設備維持管理用）
50,220

環境局 施設管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 リレーの買入経費の支出について（設備維持管理用）
34,560

環境局 施設管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 備品購入費　機械器具費 高圧洗浄機の買入経費の支出について（設備維持管理用）
211,680

環境局 施設管理課 平成29年03月22日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 東淀工場付帯施設(エコホール江口)消防用設備等点検業務委託の実施について
113,400

環境局 施設管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について
69,423

環境局 施設管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
962

環境局 施設管理課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成29年２月分）
1,080

環境局 施設管理課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター内警備業務委託経費(2月分）の支出について（施設維持管理用）
521,010

環境局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 南港管路輸送センターブロア室空調機修繕に伴う見積り手数料の支出について（施設維持管理用）
32,400

環境局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送施設ローカルドラム及び輸送管内ごみ閉塞除去作業業務委託（概算契約）(2月分）経費の支出について(施設維持管理用）
222,328

環境局 施設管理課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路輸送センター清掃業務委託経費（２月分）の支出について（施設維持管理用）
61,560

環境局 施設管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 一般事務用　書籍買入経費の支出について
16,416

環境局 施設管理課 平成29年03月29日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　交付金 平成28年度　八尾工場関連施設建設費交付金の支出について
50,795,115

環境局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　建物修繕料 西淀川屋内プール　吸気ダクト用ガラリ修繕実施経費の支出について（施設維持管理用）
205,200

環境局 施設管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 南港管路ごみコンテナ輸送業務委託（概算契約）経費(２月分）の支出について（施設維持管理用）
808,277

環境局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設維持管理用　南港管路輸送センター電気代（2月分）の支出について
3,011,104

環境局 施設管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 リフレうりわり機械警備用　通信費の支出について(２月使用分)
2,963
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環境局 環境施策課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成28年10月31日～11月２日出張分〔燃料電池自動車等の普及促進に係る自治体連携会議等〕)
29,870

環境局 環境施策課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成29年1月11日出張分〔第６回「自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会」等〕)
28,840

環境局 環境施策課 平成29年03月01日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成28年12月８日出張分〔エネルギー面的利用促進事業関連〕)
13,780

環境局 環境施策課 平成29年03月02日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成29年２月６日～２月10日出張分）
28,700

環境局 環境施策課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（12月分）
27,698

環境局 環境施策課 平成29年03月03日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成28年度環境教育、学習の振興等に係る業務委託【その２】の実施経費（第３回分）の支出について
3,660,030

環境局 環境施策課 平成29年03月08日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 「管外出張旅費の支出について（一般事務用）」（平成29年２月21日出張分）
28,820

環境局 環境施策課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 アジア太平洋３Ｒ官民連携ワークショップ用管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成29年1月分）
16,880

環境局 環境施策課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 アジア３Ｒ自治体間ネットワーク会合用管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成29年1月分）
17,690

環境局 環境施策課 平成29年03月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 循環産業海外展開シンポジウム用管外出張の実施及び同所要経費の支出について（平成29年2月分）
28,460

環境局 環境施策課 平成29年03月13日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成29年2月2日出張分〔地中熱等導入促進事業関連〕)
29,220

環境局 環境施策課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成28年12月20日～21日出張分）
37,400

環境局 環境施策課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
2,480

環境局 環境施策課 平成29年03月15日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（2月分）
950

環境局 環境施策課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　建物修繕料 平成28年度ＵＮＥＰ国際環境技術センター誘導灯蓄電池取替修繕の実施及び同経費の支出について
27,000

環境局 環境施策課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成29年1月19日出張分〔メガソーラー事業関連〕)
28,840

環境局 環境施策課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　特別旅費 海外事業展開用環境省事業（ベトナム国ホーチミン市における生ごみ循環システム構築）等にかかる海外出張経費の支出について（平成29年2月分）
51,278

環境局 環境施策課 平成29年03月24日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　光熱水費 地球環境保全推進用UNEP国際環境技術センターにかかる電気料金の支出について（平成28年10月～12月分）
1,216,090

環境局 環境施策課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（1月分）
26,560

環境局 環境施策課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
18,470

環境局 環境施策課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（平成28年８月29日～９月２日出張分）
30,160

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成29年2月23日出張分〔エネルギー面的利用促進事業関連〕)
28,840

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 「管外出張旅費の支出について（一般事務用）」（平成29年３月10日出張分）
29,240

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成28年８月25日出張分〔地中熱等導入促進事業関連〕)
11,560

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成29年2月3日出張分〔エネルギー面的利用促進事業関連〕)
28,900

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について(一般事務用)(平成29年1月31日出張分〔メガソーラー事業関連〕)
58,340

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 管外出張旅費について(一般事務用)(平成29年2月2日出張分〔平成28年度CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業関連〕)
28,840

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（2月分）
23,548

環境局 環境施策課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 需用費　消耗品費 一般事務用蛍光ペンほか13点の購入経費の支出について
64,719

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-297）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報償費　報償金 大阪市ハウジングデザイン賞表彰式に係る報償金の支出について
17,513

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「[Ａ]新婚世帯家賃補助金請求書」ほか３５点印刷の支出について（第６、７回納品分）
112,266

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-76）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-147）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-105）
1,169,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-188）
1,077,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-266）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-404）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか９点買入
94,122

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-199）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-274）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-82）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-277）
3,450,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-214）
965,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-331）
78,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-155）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（平成29年3月分）
6,286,638



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第14回大阪市生きた建築ミュージアム推進有識者会議に係る報償金の支出について（平成29年2月24日開催）
117,431

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用平成28年度居住支援全国サミット外１件への出席に係る管外出張旅費の支出について（平成29年2月22～23日分）
37,700

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　に係る郵便料の支出について（平成２９年１月）
730,847

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-328）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-118）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-156）
721,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-177）
342,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-226）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-233）
1,005,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-206）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-249）
1,050,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　光熱水費 平成２８年度大阪駅前各ビル間地下連絡通路電気料金（４・５・６月分）の支出について
307,643

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　光熱水費 平成２８年度大阪駅前各ビル間地下連絡通路電気料金（１０・１１・１２月分）の支出について
293,524

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　光熱水費 平成２８年度大阪駅前各ビル間地下連絡通路電気料金（７・８・９月分）の支出について
283,969

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第１０回大阪市あんしんマンション有識者会議にかかる報償金の支出について
25,444

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報償費　報償金 第１０回大阪市あんしんマンション有識者会議にかかる報償金の支出について
25,445

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市ハウジングデザイン賞銘板・レプリカ製造について
611,280

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-161）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-131）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-339）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-283）
1,955,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-189）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-260）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-219）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入に係る使用料の支出について（平成29年2月分）
428,544

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-222）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-329）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成費等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
1,560

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 民間住宅助成費等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
1,008

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成費等市内出張旅費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
6,698

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-324）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 全国マンション市場動向２０１６年実績・展望の買入にかかる費用の支出について
54,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 耐震診断義務化建築物の公表内容に関する調査票の返送に係る後納料金の支出について（２月分)
1,145

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-290）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-296）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-300）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
666

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
1,400

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供に係る通信運搬費の支出について（平成29年2月分）
25,056

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張旅費の支出について（２月分）
4,396

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（２月分）の支出について
9,554

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-256）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 長期優良住宅用認定通知書等用紙の印刷費にかかる支出について
74,412

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 民間住宅助成用コピー代金（２月分）及び消耗品の購入にかかる支出について
45,026

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 打音診断棒ほか3点（その２）買入経費の支出について
89,640

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-334）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-295）
45,000
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都市整備局 住宅政策課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-355）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成29年2月分住宅政策グループ）
480

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成29年2月分住宅政策グループ）
9,556

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成29年2月分住宅政策グループ）
2,704

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（平成29年2月分住宅政策グループ）
2,142

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-196）
880,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-185）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 委託料　委託料 民間すまいりんぐ供給事業等にかかる補助申請確認等業務委託（長期継続）の支出について（平成29年2月分）
2,116,800

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-212）
1,000,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-305）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-314）
1,200,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-353）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-250）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 負担金、補助及交付金　利子補給金 平成28年度特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅利子補給金の支出について
221,761,228

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用住宅生産行政所管担当者会議への出席に係る管外出張旅費の支出について（平成29年3月16日分）
29,240

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用封筒「送付用封筒（大）（更新・請求用）」ほか９点買入（第４回納品分）
54,054

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　印刷製本費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等事務用帳票「[Ａ]新婚世帯家賃補助金請求書」ほか３５点印刷（第８回納品分）
128,520

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 平成28年度　大阪市耐震補助利用者に対するアンケートの返送に係る後納料金の支出について（２月分)
1,940

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　に係る郵便料の支出について（平成２９年２月）
77,209

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 委託料　委託料 大阪市新婚世帯向け家賃補助制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（２月分）
7,560,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-44）
45,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-1-313）
145,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市耐震診断義務化建築物耐震改修事業　補助金（義務化改修事業補助　H28-001）
4,666,000

都市整備局 住宅政策課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 負担金、補助及交付金　補助金 建築物の耐震化の促進用　平成28年度　大阪市耐震診断・改修補助事業　補助金の支出について（H28-2-359）
1,130,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成28年度版）」の買入費用の支出について
11,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成28年度版）」の買入費用の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成28年度版）」の買入費用の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成28年度版）」の買入費用の支出について
11,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住宅市街地整備必携（平成28年度版）」の買入費用の支出について
5,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 （仮称）海老江８丁目まちかど広場整備工事設計変更 設計業務委託にかかる経費の支出について
86,400

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（１月分）
1,982,091

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 委託料　委託料 平成２８年度大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託の経費の支出について（１月分）
2,089,509

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２７－１５）（工事監理・共同施設整備）
6,703,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２８－８）（実施設計）
3,287,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
36,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
18,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
27,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
37,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用等にかかる年度版図書「住環境整備必携（平成28年度版）」外５点の買入費用の支出について
18,500

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（H28005）
403,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
1,650

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
1,400

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
28,652

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
12,324

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重28-41）
190,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（重28-40）
189,000
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都市整備局 住環境整備課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-23）
347,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-47）
197,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　密集住宅市街地重点整備事業（防災空地活用型除却費補助）補助金の支出について（変防28-1）
700,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住環境整備事業用コピー代金の支出について（２月分）
35,635

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の変更承認について（変(2)H28018）
711,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変H28013）
778,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（２月分）
19,799

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第6住宅共益電気料金の支出について（２月分）
27,940

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅4号館共益電気料金の支出について（２月分）
16,676

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅3号館共益電気料金の支出について（２月分）
16,463

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度補助金の支出について（２８－７）（除却）
1,960,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-45）
451,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（変28-34）
870,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（変(2)H28012）
825,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-36）
643,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度補助金の支出について（28-43）
456,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 まちかど広場整備事業（えびえにし防災広場）に係る水道料金の支出について（３月分）
756

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 住宅地区改良事業　事業再評価に係る資料作成業務委託費の支出について
1,836,000

都市整備局 住環境整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 工事請負費　新規工事費 （仮称）海老江８丁目まちかど広場整備工事完成金の支出について
24,198,480

都市整備局 区画整理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
8,471

都市整備局 区画整理課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 長吉瓜破地区B-13号線防塵舗装工事の支出について（完成金）
3,858,840

都市整備局 区画整理課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
736

都市整備局 区画整理課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成28年度国土交通大学校区画整理研修にかかるテキスト代の支出について(印刷物)
22,627

都市整備局 区画整理課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（１月分）
1,766

都市整備局 区画整理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用整地用材料の支出について
9,700

都市整備局 区画整理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成28年度放出駅前自由通路清掃業務委託料の支出について（1月分）
191,626

都市整備局 区画整理課 平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区南恩加島二丁目)
250

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
3,200

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
22,011

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について(長期契約 平成28年度　平成29年2月分)
297,216

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
800

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
100

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用軽自動車（トラック）外２件の長期借入代金の支出について（２月分）
83,700

都市整備局 区画整理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について(長期契約 平成28年度　平成29年2月分)
81,000

都市整備局 区画整理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（本庁２月分）
41,456

都市整備局 区画整理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
28,308

都市整備局 区画整理課 平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度大阪府用地対策連絡協議会第４回研修会（土地評価研修）の受講料の支出について
3,960

都市整備局 区画整理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
2,977

都市整備局 区画整理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用等ガソリンカード使用料の支出について（１月分）
6,702

都市整備局 区画整理課 平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピューター等長期継続借入に伴う経費の支出について（2月分）
12,625

都市整備局 区画整理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区南恩加島二丁目)
250

都市整備局 区画整理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区南恩加島二丁目)
250

都市整備局 区画整理課 平成29年03月23日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区平尾四丁目)
250

都市整備局 区画整理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
8,956

都市整備局 区画整理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
800

都市整備局 区画整理課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
200
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都市整備局 区画整理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（２月分）
2,941

都市整備局 区画整理課 平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（平成２８年度　1月分）
24,776

都市整備局 区画整理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（平成２８年度　1月分）
973

都市整備局 区画整理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（平成２８年度　1月分）
2,191

都市整備局 区画整理課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
3,106

都市整備局 区画整理課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について(2月分)
864

都市整備局 区画整理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成28年度放出駅前自由通路清掃業務委託料の支出について（2月分）
158,973

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
42,085

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 認定道路廃止に係る兵庫県姫路市への管外出張にかかる旅費の支出ついて
5,960

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業等用地管理に伴う自走式草刈機外２点の買入にかかる経費の支出について
233,280

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 刈り込み鋏外６点の買入にかかる経費の支出について
120,420

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用定期購読雑誌「月刊測量」の買入代金の支出について
7,000

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　手数料 区画整理事業用印鑑登録証明書発行手数料の支出について(大正区南恩加島二丁目)
250

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 不動産鑑定評価報酬の支出について（湊町東公園）
933,120

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金の支出について
400

都市整備局 区画整理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 備品購入費　機械器具費 区画整理事業等用地管理に伴う自走式草刈機外２点の買入にかかる経費の支出について
475,200

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（2月分）
12,224

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 生野区南部地区整備事業用市営生野東住宅2・9･11･12号館共用電気料金の大阪市負担分の支出について（2月分）
82,983

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　狭あい道路拡幅促進整備補助金の支出について（H28002）
274,000

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費の支出について（２月分）
11,943

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用小口支払基金資金繰入金の支出について（2月分）
18,539

都市整備局 生野南部事務所 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成28年度生野区南部地区整備事業地外１まちかど広場樹木維持管理業務委託費の支出について
457,920

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成28年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（1月分）
9,263

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出についてー３
1,329,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出についてー１
1,101,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（２月分）
1,522

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（2月分）
18,597

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（2月分）
504

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
8,472

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　印刷製本費 淡路駅周辺地区土地区画整理事業パンフレットの印刷
68,850

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
380

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（２月分）
18,761

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（2月分）
43,117

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業に伴う地中障害物の撤去工事に関する平成28年度の委託料の支出について
150,474,240

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成28年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（2月分）
59,102

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成28年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（2月分）
9,762

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出についてー４
1,391,000

都市整備局
淡路土地区画整理事務
所

平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 淡路駅周辺地区土地区画整理事業施行に伴うガス管路移設補償費の支出についてー２
2,064,000

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月01日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
9,702,355

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費（１月分）の支出について
11,550

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
271,935

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
313,441

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
293,568

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,711,917

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
178,097

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
159,429

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,920,900
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都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
111,266

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
109,008

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月07日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
114,995

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月08日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
2,626,446

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
169,501

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
384,090

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（前金払）
109,008

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月09日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
310,923

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 新三国住宅２号館共用部分の電気料金の支出について（平成２９年２月分）（納付書１通添付）
32,180

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯等電気料金の支出について（平成２９年２月分）（納付書１通添付）
3,564

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 三国東地区内一円整地工事（２８－１）における工事代金の支出について（完了払）
11,230,960

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
538,757

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
499,629

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,108,004

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
1,041,769

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成28年度近畿地方整備局管内研修にかかる経費の支出について
2,308

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度近畿地方整備局管内研修にかかる経費の支出について
1,439

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月16日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
3,573,700

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用ガードフェンス外３点の買入代金の支出について
475,902

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月22日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 平成２８年度　三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託長期継続の委託経費の支出について（平成２９年２月分）
72,914

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
23,776,049

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
30,738,922

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
12,242,400

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（２月分）の支出について
12,844

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
10,488,898

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
18,120,649

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
17,528,556

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費（２月分）の支出について
1,780

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
6,992,830

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
277,322

都市整備局
三国東土地区画整理事
務所

平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
20,215,000

都市整備局 阿倍野再開発課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　広告料 阿倍野再開発事業　新聞折込広告（保留床分譲広告）業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
170,786

都市整備局 阿倍野再開発課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張等旅費の支出について（平成２９年２月分）
16,852

都市整備局 阿倍野再開発課 平成29年03月27日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 委託料　委託料 阿倍野Ｂ１地区第２種市街地再開発事業における保留床の不動産鑑定経費の支出について
689,040

都市整備局 建設課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(我孫子西住宅2号館)の支出について(公営住宅建設事業用)
234,200

都市整備局 建設課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 春日出中第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
92,100

都市整備局 建設課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 春日出中第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）「第１回目」
2,013,900

都市整備局 建設課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
67,078

都市整備局 建設課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
67,000

都市整備局 建設課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
13,344

都市整備局 建設課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（平成29年1月分）
8,166

都市整備局 建設課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費及び宿泊を伴わない近接地にかかる旅費の支出について（平成29年1月分）
23,425

都市整備局 建設課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 伝法住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
1,666,000

都市整備局 建設課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 神崎橋住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
4,606,900

都市整備局 建設課 平成29年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(西喜連第5住宅6号館)の支出について(公営住宅建設事業用)
221,900

都市整備局 建設課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(南方住宅1号館)の支出について(公営住宅建設事業用)
221,900

都市整備局 建設課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅2号館設備工事　設計変更　設計業務委託費（完了金）の支出について（公営住宅建設事業用）
579,960



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

都市整備局 建設課 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連電気料金の支出について
3,165

都市整備局 建設課 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速西第２住宅移転事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
4,200,000

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 建設物価データベース３月号買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
92,880

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第1住宅5号館設備工事　監理業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
755,400

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 酉島住宅２３号館建設工事 仮想構造設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,538,000

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東第3住宅1・2・3・4・5・6・7・9号館解体撤去工事　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,263,600

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 西住之江住宅1～10号館昇降路増築給水衛生設備工事-2(前払金)の支出について(公営住宅建設事業用)
5,530,000

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
11,106,720

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 鶴見北住宅４号館外１住宅昇降路増築工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
23,600,000

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第5住宅1号館畳表替工事費用の支出について（完成金）
2,972,880

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第5住宅1号館移転用住戸整備設備工事費用の支出について（完成金）
4,662,360

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 東喜連第5住宅1号館移転用住戸整備工事費用の支出について（完成金）
9,906,840

都市整備局 建設課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉六反北住宅1・2号館建設工事に伴う配電設備の支障電線路移設に関する補償金の支出について
159,313

都市整備局 建設課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 勝山住宅公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について(公営住宅建設事業用)
86,238

都市整備局 建設課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 長吉長原西第２住宅公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について(公営住宅建設事業用)
86,238

都市整備局 建設課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 豊里第２住宅19号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について(公営住宅建設事業用)
86,238

都市整備局 建設課 平成29年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(西喜連第5住宅7号館)の支出について(公営住宅建設事業用)
443,800

都市整備局 建設課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 茨田大宮第2住宅25号館電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,850,000

都市整備局 建設課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 茨田大宮第１住宅３号館電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,920,000

都市整備局 建設課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 積算資料単価データベース３月号買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
64,800

都市整備局 建設課 平成29年03月16日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 ビルエキスパートver.6.0バージョンアップ版買入経費の支出について（公営住宅建設事業用）
32,400

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
68,635

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅２号館建設工事　第２次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
129,600

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館建設工事　第２次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
59,400

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南方住宅１号館解体撤去工事　設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
232,200

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 井高野第４住宅１号館建設工事　設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
170,640

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅１号館建設工事　第２次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
111,240

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南方住宅1号館解体撤去工事　設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
189,000

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉長原西第2住宅2号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
111,240

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１９号館建設工事　第２次設計変更　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
302,400

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反北住宅２号館電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,520,000

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
91,911,240

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反北住宅１号館電気設備工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,500,000

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 鶴町第５住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・後金）
76,600

都市整備局 建設課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
10,716

都市整備局 建設課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（２月分）南住吉関連ガス料金の支出について
895

都市整備局 建設課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用サーバー及び周辺機器等長期借入経費の支出について（２月分）（公営住宅建設事業用）
32,292

都市整備局 建設課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（２月分）公営住宅建設事業用
16,092

都市整備局 建設課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 茨田大宮第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
360

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
33,627

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西宮原住宅１号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について
170,640

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅２号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
118,800

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅１号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
111,240

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 天津橋住宅６・７・８号館解体撤去工事　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,035,720

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
990

都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 （仮称）萩之茶屋住宅建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（住環境整備事業用）
2,936,520
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都市整備局 建設課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　設備グループ）
1,310

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　建設設計グループ）
1,636

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　建設設計グループ）
40,888

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 大和田第２住宅他100件防犯灯電気料金（２月分）の支出について（公営住宅建設事業用）
100,092

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
359,600

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 勝三住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
217,000

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　建設設計グループ）
420

都市整備局 建設課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用宿泊を伴わない近隣地にかかる旅費及び市内出張交通費の支出について（２月分　建設設計グループ）
1,686

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉六反北住宅２号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,587,680

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 豊里第２住宅１９号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
652,320

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南方住宅1号館解体撤去工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,132,000

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事監理業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,270,400

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 井高野第４住宅１号館建設工事　設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
160,920

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅建設用平成２８年度浪速東３丁目土壌地歴調査業務委託に係る委託料の支出について（完成払）
270,000

都市整備局 建設課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 池島住宅２号館（１区）建設工事（中間金）の支出について（公営住宅建設事業用）
47,260,000

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 公営住宅建設事務用コピー代金の支出について（２月分）
47,808

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）に伴う一般廃棄物処分費
141,425

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）
4,347,487

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 茨田大宮第１住宅３号館建設工事(第1回中間金)の支出について(公営住宅建設事業用)
225,400,000

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 東淡路住宅１・２号館建設工事に伴う配電設備の移設等工事に関する補償金の支出について（精算金）
491,225

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 浪速西第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）に伴う一般廃棄物処分費
17,515

都市整備局 建設課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その４）
538,433

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費
108,425

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴見住宅3･4･8号館耐震改修工事設計業務委託(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
4,482,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 生江第２住宅１号館設備工事設計業務委託２にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
896,400

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 南方住宅1号館建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
8,979,600

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）
4,723,882

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 姫島住宅1号館外4件耐震改修工事設計業務委託-2(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
842,400

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴見住宅1・2号館外4件耐震改修その他工事設計業務委託-2(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
918,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鴫野第2住宅1・2号館外1件耐震改修工事設計業務委託(完成金)の支出について(公営住宅建設事業用)
4,417,200

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 生江第２住宅１号館建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,700,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 伝法住宅２号館建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,523,200

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第５住宅６号館建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
6,956,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 西喜連第５住宅７号館建設工事　設計業務委託２（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
2,937,600

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町第４住宅１・２号館解体撤去工事　設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
274,320

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 毛馬第2住宅2号館外4住宅昇降路増築工事　設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
5,346,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 毛馬第2住宅2号館外4住宅昇降路増築設備工事　設計業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,404,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 南方住宅1号館解体撤去工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業）
50,984,040

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉六反北住宅２号館解体撤去工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業）
30,679,560

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館建設工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
149,860,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 長吉出戸南第１住宅５号館建設工事（完成金）の支出について（公営住宅建設事業）
225,913,840

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　新規工事費 伝法住宅２号館建設工事（前払金）の支出について（公営住宅建設事業用）
255,760,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 日之出北住宅３号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業(３期)の実施に伴う移転料の支出について(仮移転・後金)
3,596,800

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 加島北住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
217,000

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 補償、補填及賠償金　補償金 瓜破東第３住宅建替事業(３期)の実施に伴う移転料の支出について(仮移転・後金)
89,600
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都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　手数料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）に伴う一般廃棄物処分費
12,445

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 平成28年度都市整備局住宅事業用地等維持管理業務委託（その３）
542,198

都市整備局 建設課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 鶴町第４住宅１・２号館解体撤去工事　設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
7,560

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 敷津東住宅用地の賃借料の支出について（平成28年度）
12,120,114

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営住宅建設事業用（３月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,533

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 鶴町住宅２号館設備工事　設計業務委託２にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
4,271,400

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 瓜破東第3住宅1･2･3･4･5･6･7･9号館解体撤去設備工事　設計業務委託にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,036,800

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 天津橋住宅６・７・８号館解体撤去設備工事　設計業務委託費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
1,183,680

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 日之出北住宅３号館建設工事　第２次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
253,800

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 負担金、補助及交付金　分担金 神崎橋住宅１号館ケーブルテレビ導入分担金契約（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
108,000

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 萩之茶屋第１住宅建設テレビ電波受信障害対策調査等業務委託にかかる費用（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
452,520

都市整備局 建設課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 委託料　委託料 （仮称）萩之茶屋住宅設備工事　設計業務委託２にかかる経費（完成金）の支出について（公営住宅建設事業用）
3,514,320

都市整備局 管理課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 【平成２８年度第７回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１９件）
2,831,760

都市整備局 管理課 平成29年03月01日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 【平成２８年度第７回】市営住宅維持管理用強制執行費用の支出について（家賃滞納等１９件）
680,096

都市整備局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅1・11～18号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
20,226

都市整備局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
56,185

都市整備局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北津守住宅2号館10～12月分電気代の支出について
20,863

都市整備局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松之宮住宅1・2号館10～12月分電気代の支出について
58,717

都市整備局 管理課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　新生江住宅２号館の８月分の電気代の支出について
3,720

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　佃第２住宅１号館電気代の支出について（２月分・請求書1通）
3,680

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅2号館2月分電気代の支出について
51,779

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　上新庄住宅1～11号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
23,351

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用天津橋住宅6～8号館2月分電気代（電灯部分）の支出について
4,186

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　神崎橋住宅１号館の電気代の支出について（１月分・請求書２通）
14,219

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用松崎第2住宅1号館2月分電気代の支出について
87,462

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用住吉住宅1号館2月分電気代の支出について
6,563

都市整備局 管理課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　春日出中第２住宅１号館の電気代の支出について（１月分・請求書２通）
8,554

都市整備局 管理課 平成29年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立てに係る費用の支出について
10,464

都市整備局 管理課 平成29年03月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立てに係る費用の支出について
8,000

都市整備局 管理課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用立葉住宅1号館10～12月分電気代の支出について
19,624

都市整備局 管理課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速第6住宅1号館10～12月分電気代の支出について
245,328

都市整備局 管理課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用中開東住宅1号館10～12月分電気代の支出について
32,222

都市整備局 管理課 平成29年03月08日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用萩之茶屋住宅1号館1月分電気代の支出について
49,195

都市整備局 管理課 平成29年03月09日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 送達証明・執行文付与申請用印紙の購入及び経費の支出について
13,950

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 住宅明渡訴訟事業用弁護士報酬の支払について（平成２８年１２月分・平成２９年１月分）
1,674,000

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 市営住宅入居者の相続財産管理人選任にかかる弁護士報酬および手数料の支出について（平成２８年１月分）
54,000

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 市営住宅入居者の相続財産管理人選任にかかる弁護士報酬および手数料の支出について（平成２８年１月分）
800

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 住宅明渡訴訟事業用訴訟印紙代（手数料）の支払について（平成２８年１２月分・平成２９年１月分））
269,675

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用加美絹木住宅２月分の電気代の支出について
18,600

都市整備局 管理課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　横堤北住宅２号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
19,058

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅５・８・９号館の電気代の支出について（２月分・請求書５通）
12,282

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木川第３住宅１号館12～１月分電気代の支出について
104,146

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浅香第2住宅4号館2月分電気代の支出について
7,915

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　木川第３住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
47,681

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　小松南住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
12,115

都市整備局 管理課 平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用浅香第3住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
30,009

都市整備局 管理課 平成29年03月14日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸南第１住宅６・７号館１０～１２月分電気代の支出について
113,458
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都市整備局 管理課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　瑞光住宅２号館７月分電気代の支出について
8,498

都市整備局 管理課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島東住宅１号館10～12月分電気代の支出について
61,357

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　２月分
42,997

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）電気料金の支出について　２月分
1,375

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（３月分）
136,800

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター分室管理費の支出について　３月分
366,113

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター管理費の支出について　３月分
502,442

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの修繕積立金の支出について　３月分
157,341

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター分室の修繕積立金の支出について　３月分
26,530

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用西喜連第５住宅５号館１０～１２月分電気代の支出について
62,097

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用津守住宅3号館10～12月分電気代の支出について
29,929

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉出戸住宅（８号棟他）２月分の電気代の支出について
2,087

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　豊里第２住宅1・2・3・8・14号館の電気代の支出について（２月分・請求書４通）
49,157

都市整備局 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　今市住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
19,750

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　伝法住宅７～11号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
12,635

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東住宅１４棟２月分の電気代の支出について
90,870

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反第１住宅　１０～１２月分電気代の支出について
144,392

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　大和田第３住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
18,940

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用矢田南住宅1号館月2月分電気代の支出について
73,833

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用北喜連住宅２号館他１０～１２月分電気代の支出について
5,193

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉六反東住宅１９・２５棟２月分の電気代の支出について
11,330

都市整備局 管理課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用矢田中住宅2月分電気代の支出について
33,522

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 平成29年3月即決和解申立用貼用印紙代の支出について
50,000

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　南方住宅２～４号館の電気代の支出について（２月分・請求書４通）
96,472

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原北住宅３棟２月分の電気代の支出について
704

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　三津屋住宅１～４号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
9,966

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用長吉長原東第４住宅３８棟２月分の電気代の支出について
32,131

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町住宅1号館9～12月分電気代の支出について
173,234

都市整備局 管理課 平成29年03月22日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　山口第２住宅１～３号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
5,475

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅13～29号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
37,828

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事業用上大和川1棟～11号館10～12月分電気代の支出について
56,460

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　池島住宅30～39号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
18,010

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営・改良その他事務用　池島住宅40～43号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通添付）
2,342

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 公営・改良その他事務用　池島住宅40～43号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通添付）
2,456

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　池島住宅16号館、八幡屋住宅6・12号館の電気代の支出について（２月分・請求書５通）
3,086

都市整備局 管理課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅その１の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
34,659

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（２月分・春日出中第２－１駐車場）
680

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成29年2月分）にかかる支出について
10,607,598

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　春日出中第２住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
6,923

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅１号館２月分の電気代の支出について
110,495

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用東喜連第5住宅２号館２月分の電気代の支出について
85,054

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成29年2月分）にかかる支出について
42,442

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成29年2月分）にかかる支出について
28,698,538

都市整備局 管理課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅共同施設整備費 委託料　委託料 市営住宅（旧府営住宅）の管理及び附帯事務等に関する業務委託　長期継続（平成29年2月分）にかかる支出について
2,465,071

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　２月分
89,511

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（２月分・加島東－１駐車場）
3,477

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島北住宅１～３号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
14,206
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都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島南住宅１・２号館の電気代の支出について（２月分・請求書11通）
20,518

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用赤川住宅１・２号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
11,785

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用浪速西第2住宅1号館他1件2月分電気代の支出について
71,693

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出第３住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
20,328

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　神崎橋住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
25,117

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　飛鳥住宅２号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
8,309

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　加島住宅14号館、加島中住宅１号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
26,582

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用中島住宅１・２号館の電気代の支出について（２月分・請求書６通）
7,713

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　福住宅１～３号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
6,441

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　日之出住宅８～10号館の電気代の支出について（２月分・請求書７通）
85,410

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用出城東住宅1号館他2件2月分電気代の支出について
36,199

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　酉島住宅２１号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
85,622

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥西住宅１・２号館の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
47,628

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　生江住宅10・11・12号館の電気代の支出について（２月分・請求書５通）
104,930

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　福第２住宅１～３号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
20,176

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　日之出第２住宅その２の電気代の支出について（２月分・請求書２通）
9,084

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　加島住宅6・9・10号館、加島第２住宅2号館の電気代の支出について（２月分・請求書１通）
15,304

都市整備局 管理課 平成29年03月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　光熱水費 改良その他事務用　飛鳥住宅１・３・４号館の電気代の支出について（２月分・請求書３通）
39,938

都市整備局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
69,959

都市整備局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
638,493

都市整備局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
90,288

都市整備局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その３）に係る経費の支出について(平成29年2月分）
155,520

都市整備局 管理課 平成29年03月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
22,212

都市整備局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システム追加ストレージ機器（二要素認証対応）　長期借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
23,436

都市整備局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成28年度市営住宅管理システムに関する事業所間逓送業務委託に係る経費の支出について（平成29年2月分）
27,000

都市整備局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
12,528

都市整備局 管理課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入に係る経費の支出について（平成29年2月分）
440,640

都市整備局 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 備品購入費　庁用器具費 両開き書庫（梅田住宅管理センター分室　備品）買入にかかる支出
432,000

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 第２回「大阪市営住宅情報連携システム構築・運用保守業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議（３月９日開催）委員報償金の支出について
34,186

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（平成29年2月分）
69,214

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 府営住宅の移管に伴う預金口座振替依頼書読替手数料の支出について
8,424

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システム通信機器等の移設、接続及び疎通確認業務委託に係る経費の支出について
378,000

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第6住宅1～3号館10～12月分電気代の支出について
154,820

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用鶴町第2住宅1～11号館10～12月分電気代の支出について
9,973

都市整備局 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　光熱水費 公営その他事務用　茨田大宮第２住宅の電気代の支出について（３月分・請求書２通）
27,983

都市整備局 保全整備課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
27,944

都市整備局 保全整備課 平成29年03月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費の支出について（１月分）
23,296

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　塩草住宅（１号館）量水器取替工事費の支出について（完成金）
1,749,600

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　阿倍野第2住宅2号館外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
22,970,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長吉第２住宅（１・２号館）量水器取替工事費の支出について（完成金）
2,457,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　井高野住宅3･4号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
71,820,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　茨田大宮第3住宅1･2号館外壁改修その他工事費の支出について（前払金）
37,140,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　中津第３住宅（１号館）外量水器取替工事費の支出について（完成金）
4,693,680

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　大淀北住宅（１号館）各戸分電盤改修工事費の支出について（完成金）
8,376,480

都市整備局 保全整備課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　喜連住宅3号館外1住宅外壁改修その他工事費の支出について(前払金)
46,820,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　西喜連第2住宅3～8号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
9,227,720

都市整備局 保全整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　日之出住宅11号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
4,534,120
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都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
23,005

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（２月分）
36,865

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　我孫子西住宅1・10～14号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
11,114,560

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　野江第2住宅1･2号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
9,422,400

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　加美南住宅1号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
14,365,080

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　南江口住宅1～6号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
78,105,600

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　浪速第8住宅2号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
11,051,640

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用浪速第８住宅（２号館）外昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
33,506,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　矢田中住宅9・10号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
7,350,720

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　山之内住宅4・5号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
7,682,480

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　緑住宅1～6号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
9,770,600

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用南方住宅（４号館）外昇降機設備改修工事費の支払いについて（完成金）
41,074,240

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第2住宅6～12号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
25,123,040

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　泉尾住宅1～3号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
11,640,240

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　千躰住宅1号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
16,775,640

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　歌島第2住宅2号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
9,874,440

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　飛鳥住宅4号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
4,763,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用鴫野住宅（４・５号館）昇降機かご内設備改修工事費の支出について（完成金）
4,266,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　御崎住宅7～9・12・13号館外1住宅外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
23,696,760

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　浅香南住宅1・4・6・7号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
67,069,800

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長吉長原住宅2号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
14,386,680

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　長吉川辺住宅1号館外壁部分改修その他工事費の支出について(完成金)
11,357,280

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　東喜連第4住宅5号館屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
10,401,840

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　木場住宅（１５・１７号館）各戸分電盤改修工事費の支出について（完成金）
2,401,400

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　茨田南住宅6･7･13号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
3,312,720

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　北江口第2住宅1～5号館外壁部分改修その他工事費の支出について（完成金）
21,230,000

都市整備局 保全整備課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　福第2住宅4号館屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
3,577,440

都市整備局 企画設計課 平成29年03月01日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　もとJA大阪市長吉支店外１件解体撤去設備工事設計業務委託費の支出について（完了金）
1,371,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 危機管理対策用　防潮堤44防災行政無線設備工事費の支出について（完成金）
1,350,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月02日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　城東消防署建設工事-2実施設計（建築・設備）第3次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
561,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　旭東中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完成金）
540,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　（仮称）日本橋小中一貫校整備工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,684,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成28年度研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料及び資料代の支出について
4,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 平成28年度研修認定会議認定講習会「公共工事と会計検査講習会」にかかる受講料及び資料代の支出について
6,100

都市整備局 企画設計課 平成29年03月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　菫中学校給食室棟増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
2,610,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月08日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 委託料　委託料 橋梁管理用　北方貨物線高架橋高架下施設B工区解体撤去工事設計業務委託費の支出について（前払金）
460,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大桐小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
559,440

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
680

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
2,100

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
3,748

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 報償費　報償金 建築計画調査事務用平成２８年度第９回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,339

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
2,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
3,183

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年１月分）の支出について
219,202

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　旭東中学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
259,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　井高野小学校増築その他工事設計業務委託-2費の支出について（完了金）
378,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淡路中学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
352,080
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都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淡路中学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,155,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　下新庄小学校増築その他工事設計業務委託-2費の支出について（完了金）
486,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 産業振興用　もと西野田小売市場施設解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
760,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
28,760

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入にかかる支出について（平成２９年２月分）
18,436

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　旭東中学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
259,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
151,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今里小学校増築その他工事第2次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
1,090,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月15日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　野里小学校エレベーター棟増築その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
218,160

都市整備局 企画設計課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　喜連北小学校増築その他工事費の支出について（前払金）
90,610,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 工事請負費　新規工事費 庁舎整備用　もと福島消防署解体撤去工事費の支出について（完成金）
31,642,432

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 教育施設整備用　複写機経費（平成２９年２月分）の支出について
73,411

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東淀工業高等学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
424,440

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　晴明丘小学校地質調査業務委託費の支出について（完了金）
613,440

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東淀工業高等学校増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
982,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　美津島中学校外壁改修その他工事外2件監理業務委託費の支出について（完了金）
2,181,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　美津島中学校外壁改修その他工事外2件監理業務委託費の支出について（完了金）
2,185,920

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淀商業高等学校第２期増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
615,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　塩草立葉小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
39,657,960

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　美津島中学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
85,328,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　木川南小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
17,273,360

都市整備局 企画設計課 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　もと福島消防署解体撤去工事監理業務委託費の支出について（完了金）
4,648,320

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　長居陸上競技場天井改修電気設備工事費の支出について（完成金）
4,056,760

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　今里小学校増築その他設備工事第３次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
201,960

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他工事第２次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
388,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東三国小学校昇降機棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
324,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他工事第2次設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
345,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　池島小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
20,311,160

都市整備局 企画設計課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　喜連北小学校増築その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,900,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新巽中学校増築その他工事費の支出について（前払金）
84,240,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理用　茶臼山公衆便所解体撤去工事監理業務委託費の支出について（完了金）
887,760

都市整備局 企画設計課 平成29年03月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　新規工事費 廃棄物処理用　茶臼山公衆便所解体撤去工事費の支出について（完成金）
5,779,080

都市整備局 企画設計課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　大桐小学校増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
378,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　加賀屋東小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
48,112,920

都市整備局 企画設計課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　井高野小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
10,360,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 児童福祉施設用　もと生江保育所付設仮設作業所解体撤去工事設計業務委託費の支出について（完了金）
442,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 園用　愛珠幼稚園園舎耐震改修その他工事-2(設備)第4次設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
64,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淡路中学校増築その他工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,281,320

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　淀商業高等学校第2期増築その他工事設計変更積算設計業務委託費の支出について（完了金）
522,720

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　西中島小学校増築その他設備工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
442,800

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　依羅小学校プール設置その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
453,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淡路中学校増築その他工事費の支出について（完成金）
63,538,520

都市整備局 企画設計課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新巽中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
9,420,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　新規工事費 園用　こども文化センター解体撤去工事費の支出について（前払金）
68,690,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 文化振興用　（仮称）大阪新美術館建設工事基本設計（建築・設備）業務委託費の支出について（前払金）
25,430,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　野里小学校エレベーター棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
507,600

都市整備局 企画設計課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淡路中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
8,971,080
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都市整備局 企画設計課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淡路中学校増築ガス設備工事費の支出について（完成金）
2,869,840

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
440

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
2,100

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用等　鶴町第3住宅1号館・鶴町保育所耐震改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
18,360

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 スポーツ振興用　長居陸上競技場天井改修工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,052,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　長居陸上競技場天井改修工事費の支出について（完成金）
31,559,960

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 スポーツ振興用　長居陸上競技場天井改修機械設備工事費の支出について（完成金）
6,192,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　新規工事費 区画整理事業用　三国東地区管理建物（Ａ棟）解体撤去工事費の支出について（完成金）
4,946,400

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
5,132

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
4,178

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 工事請負費　改修工事費 公営住宅建設用等　鶴町第3住宅1号館・鶴町保育所耐震改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
2,274,480

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 庁舎整備費 委託料　委託料 庁舎整備用　東淀川消防署小松出張所建設工事設計業務委託費の支出について（完了金）
11,664,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
278,945

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他設備工事監理業務委託費の支出について（完了金）
2,160,000

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他電気設備工事費の支出について（完成金）
15,022,200

都市整備局 企画設計課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　新東淀中学校増築その他工事費の支出について（完成金）
193,492,920

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成29年03月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 ファシリティマネジメントフォーラム２０１７（第１１回日本ファシリティマネジメント大会）の参加並びに旅費の支出について
75,680

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（平成２９年２月分）の支出について
702

都市整備局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 講演会「石綿含有仕上塗材の処理技術と改修について」への参加に伴う受講料等の支出について
2,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　会費 講演会「石綿含有仕上塗材の処理技術と改修について」への参加に伴う受講料等の支出について
1,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中野中学校各所改修工事費の支出について（完成金）
1,013,796

都市整備局 施設整備課 平成29年03月02日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中野中学校各所改修工事費の支出について（完成金）
3,426,084

都市整備局 施設整備課 平成29年03月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 弘済のぞみ園・みらい園給湯設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
1,306,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 瓜破中学校体育館屋根防水改修工事費の支出について(完成金)
8,268,920

都市整備局 施設整備課 平成29年03月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校体育館屋根補強その他電気設備工事費の支出について（完成金）
729,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 各所施設整備費 旅費　普通旅費 本庁舎特別高圧受変電設備改修その他電気工事にかかる特高受変電設備立会検査の参加並びに管外出張旅費の支出について
37,220

都市整備局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 中央区役所便所改修その他工事費の支出について（工事中間前払金）
8,130,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 湯里小学校外壁改修その他工事費の支出について(完成金)
28,847,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央図書館地下漏水改修工事費の支出について（工事前払金）
2,260,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月08日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 菅南幼稚園屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
4,107,240

都市整備局 施設整備課 平成29年03月08日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 友渕小学校分校普通教室改造工事費の支出について（工事前払金）
3,180,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 銅座幼稚園屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
3,459,240

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 此花屋内プール排煙装置改修その他工事費の支出について（工事前払金）
8,950,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中道小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
2,463,128

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 天王寺小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
29,888,360

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三国小学校体育館床改修工事費の支出について（完成金）
7,552,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東桃谷小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
12,996,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月09日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中道小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
20,179,352

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
28,531

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 西成区民センター屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
5,435,640

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
518,020

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
469,179

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
347,793

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
389,999

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
394,311

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,806

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
213,394
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都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテ－ションセンタ－他１施設外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
9,969,616

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
148,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
56,472

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
140,923

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
344,143

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
57,726

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 浪速第５保育所受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
2,307,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 工事請負費　改修工事費 心身障がい者リハビリテ－ションセンタ－他１施設外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
988,184

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成28年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託の支出について（完成金）
84,348

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成28年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
520,992

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成28年度清水小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
15,120

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 姫島幼稚園屋根改修工事費の支出について（完成金）
7,538,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
19,389

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 大阪市立美術館外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
50,240,640

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 大阪市立美術館各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,127,520

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 大阪市立美術館蒸気管改修その他工事費の支出について（完成金）
6,457,320

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
96,541

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
73,466

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
24,845

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度清水小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,175,472

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託の支出について（完成金）
832,356

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
739,476

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度清水小学校外14施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
612,792

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託の支出について（完成金）
343,332

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
340,200

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度真田山小学校外16施設消防用設備等点検業務委託の支出について（完成金）
349,380

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度玉造小学校外17施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
464,292

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 平成28年度北区役所外43施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
80,654

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 成育小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
23,162,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 内代小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
19,826,640

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 都島小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
18,130,760

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大東小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
42,453,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 墨江小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
37,703,880

都市整備局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターあさひ西低圧引込改修工事費の支出について（部分払金）
510,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２８年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について(２月分)
5,184

都市整備局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について(平成２９年２月分)
50,004

都市整備局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について(平成２９年２月分)
6,264

都市整備局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 菅原小学校外壁改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,359,720

都市整備局 施設整備課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区民センター舞台吊物機構改修工事（北エリア）【工事調整】業務委託の執行について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成29年03月21日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 啓発センター照明改修工事（北エリア）【工事調整】業務委託の執行について
366,660

都市整備局 施設整備課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 旭屋内プール天井改修電気設備工事費の支出について（第1回部分払金）
960,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 工事請負費　改修工事費 鶴見緑地内倉庫整備工事費の支出について（完成金）
3,299,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター空調設備改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
400,680

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター空調設備改修電気設備工事費の支出について（完成金）
2,504,520

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター空調設備改修に伴う天井改修工事費の支出について（完成金）
4,546,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 生野区民センター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
25,416,720

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 北区役所昇降機設備改修工事費の支出について（完成金）
1,782,000
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都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 田川幼稚園屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
4,752,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 北スポーツセンター自動火災報知設備その他改修工事費の支出について（完成金）
2,274,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 大阪駅前第３ビル１６階事務室改修工事費の支出について（完成金）
2,063,880

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北巽小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
64,125,120

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校普通教室改造機械設備工事費の支出について（完成金）
4,600,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長吉東小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
13,460,320

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 長原小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
18,722,440

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 加美南部小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
25,146,640

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 山之内小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
19,361,040

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東小路小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
39,177,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北中道小学校特別支援教室改造電気設備工事費の支出について（完成金）
1,845,280

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西生野小学校外壁改修その他工事費の支出について（完成金）
36,593,120

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 扇町総合高等学校体育館屋根補強その他工事費の支出について（完成金）
9,186,600

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校普通教室改造ガス設備工事費の支出について（完成金）
109,080

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 東小橋小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
25,621,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校普通教室改造工事費の支出について（完成金）
3,239,200

都市整備局 施設整備課 平成29年03月23日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 西生野小学校外壁改修その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,706,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール便所改修工事費の支出について（完成金）
2,175,640

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 工事請負費　改修工事費 北区子ども・子育てプラザ他1施設屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
1,459,296

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 北区子ども・子育てプラザ他1施設屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
1,780,704

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 喜連保育所屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
3,573,720

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 豊里第２保育所屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
2,150,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 生野保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
3,196,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
16,153

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
36,266

都市整備局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 堀江小学校普通教室改造電気設備工事費の支出について（完成金）
1,438,209

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターひらの鋼板塀設置工事費の支出について（完成金）
2,459,320

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所スロープ改修工事費の支出について（完成金）
693,360

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所スロープ改修工事費の支出について（完成金）
12,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所スロープ改修工事費の支出について（完成金）
1,252,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館7階～9階･11階事務室改修電気設備工事費の支出について（前払金）
7,410,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 工事請負費　改修工事費 長居障がい者スポーツセンター天井改修その他工事費の支出について(完成金)
25,161,680

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 工事請負費　改修工事費 環境科学研究所機械室改修その他工事費の支出について（完成金）
10,428,280

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 両国保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
4,450,040

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 住吉乳児保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
10,520,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 東中本幼稚園庇防水改修工事費の支出について（完成金）
1,062,720

都市整備局 施設整備課 平成29年03月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 住吉区役所スロープ改修工事費の支出について（完成金）
200,880

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 山之内保育園各所改修工事費の支出について（完成金）
2,570,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 鶴見区子ども・子育てプラザ他1施設屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
1,738,352

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 工事請負費　改修工事費 鶴見区子ども・子育てプラザ他1施設屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
982,528

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 矢田第３保育所各所改修工事費の支出について（完成金）
6,293,520

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 今福南保育所事務室改修工事費の支出について（完成金）
2,154,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 工事請負費　改修工事費 UNEP国際環境技術センター内部改修工事費の支出について（完成金）
1,974,560

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 西南環境事業センター境界壁改修工事費の支出について（完成金）
7,846,880

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 工事請負費　改修工事費 国際学友会館屋上防水改修その他工事費の支出について（完成金）
4,158,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館ナウマンホール棟屋上防水改修工事費の支出について(完成金)
6,270,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度桑津小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,391,472
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都市整備局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度桑津小学校外19施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
959,580

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 区政推進費 区庁舎整備費 工事請負費　改修工事費 都島区役所屋上防水改修工事費の支出について（完成金）
8,380,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園各所改修工事費の支出について（完成金）
6,673,184

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 天王寺公園慶沢園四阿改修工事費の支出について（完成金）
3,142,240

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園各所改修工事費の支出について（完成金）
6,610,696

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 工事請負費　改修工事費 マリンテニスパーク北村屋外階段改修その他工事費の支出について（完成金）
5,678,160

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 みどり小学校特別支援教室シャワー設置工事費の支出について（完成金）
1,873,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 太子橋小学校外壁改修工事費の支出について（完成金）
26,181,360

都市整備局 施設整備課 平成29年03月29日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 大阪ビジネスフロンティア高等学校運動場改修工事費の支出について（完成金）
13,010,520

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

工事請負費　改修工事費 本庁舎情報ネットワーク改修工事費の支出について（第１回中間金）
660,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 工事請負費　改修工事費 もと市民交流センターあさひ西低圧引込改修工事費の支出について（完成金）
62,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 西区民センターホール天井改修工事費の支出について（完成金）
5,134,680

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 此花区民ホール便所改修衛生設備工事費の支出について（完成金）
2,924,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 工事請負費　改修工事費 中央スポーツセンター他２施設受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
391,392

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 北区役所給水設備改修電気設備工事費の支出について（完成金）
484,920

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 工事請負費　改修工事費 北区役所給水設備改修工事費の支出について（完成金）
6,132,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館7階～9階・11階事務室改修情報通信設備工事費の支出について（前払金）
7,890,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 工事請負費　改修工事費 大阪産業創造館7階～9階･11階事務室改修工事費の支出について（工事前払金）
11,180,000

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 工事請負費　改修工事費 弘済院第２特別養護老人ホーム給湯設備その他改修工事費の支出について（完成金）
3,640,520

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 御崎保育所受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
4,761,720

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 平成28年度榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
59,940

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 姫島幼稚園空調機設置電気設備工事費の支出について（完成金）
978,920

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 工事請負費　改修工事費 ＵＮＥＰ国際環境技術センター空調設備改修工事費の支出について（完成金）
7,560,160

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 東部環境事業センター給湯設備改修工事費の支出について（完成金）
9,381,960

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 城北環境事業センターボイラー改修ガス設備工事費の支出について（完成金）
352,080

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 城北環境事業センターボイラー改修機械設備工事費の支出について（完成金）
11,937,680

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 工事請負費　改修工事費 西北環境事業センター給湯管改修工事費の支出について（完成金）
1,029,240

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 中央スポーツセンター他２施設受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
567,648

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
838,404

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園各所改修電気設備工事費の支出について（完成金）
1,177,956

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 工事請負費　改修工事費 天王寺動物園オオカミ舎横便所改修機械設備工事費の支出について(完成金）
3,491,480

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
1,780,380

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成28年度榎並小学校外23施設消防用設備等点検業務委託費の支出について（完成金）
740,232

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 みどり小学校特別支援教室シャワー設置ガス設備工事費の支出について（完成金）
59,400

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 北巽小学校外壁改修その他ガス設備工事費の支出について（完成金）
563,760

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 中央スポーツセンター他２施設受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
226,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 三津屋小学校照明改修工事費の支出について（完成金）
2,316,600

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 委託料　委託料 平野区民ホール出入口改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所昇降機設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
261,900

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 おとしよりすこやかセンター南部花園館外壁落下防止ネット設置工事に係る設計業務（南エリア）【設計】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 環境科学研究所構内情報通信設備改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
136,188

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 弘済のぞみ園・みらい園給湯設備改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
419,040

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 弘済のぞみ園・みらい園給湯設備改修ガス設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 弘済のぞみ園・みらい園給湯設備改修電気設備工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
90,072

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 工事請負費　改修工事費 浪速第１保育所受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
5,429,160

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 五条幼稚園空調機設置機械設備工事費の支出について（完成金）
1,757,822

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 伝法幼稚園空調機設置電気設備工事費の支出について（完成金）
750,600
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都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 大江幼稚園空調機設置電気設備工事費の支出について（完成金）
574,560

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 工事請負費　改修工事費 常盤幼稚園空調機設置ガス設備工事費の支出について(完成金)
78,840

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 委託料　委託料 西三国センター外壁改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西部環境事業センター浴室天井改修工事－２（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
136,188

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立美術館外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
2,248,128

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立美術館蒸気管改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪市立美術館各所改修電気設備工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
188,568

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 工事請負費　改修工事費 自然史博物館空調設備改修ガス設備工事費の支出について(完成金)
13,716

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 北スポーツセンター自動火災報知設備その他改修工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 工事請負費　改修工事費 南港中央野球場受変電設備改修工事費の支出について（完成金）
9,892,800

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 委託料　委託料 あべのメディックス307号室空調設備改修工事に係る設計業務（南エリア）【設計】業務委託の執行について
600,264

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
2,666

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　光熱水費 公共建築部施設整備課事務室電気使用料の支出について(平成２９年２月分)
96,874

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 施設整備課事務室電話使用料の支出について（平成２９年２月分）
71,411

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成２９年２月分）の支出について
89,609

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 阿倍野中学校防球ネット改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
720,684

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 東桃谷小学校外壁改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,150,200

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 湯里小学校外壁改修その他工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,615,356

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 瓜破中学校体育館屋根防水改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
840,132

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 校舎補修等整備事業（学校各所改修３）（東エリア）【設計】委託費の支出について
373,896

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 天王寺小学校外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,445,688

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 勝山小学校照明改修工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
314,280

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 大阪市教育センター屋上防水改修工事（西エリア）【工事調整】委託費の支出について
609,660

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 井高野中学校外壁改修その他工事（北エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,741,068

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 北中道小学校外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
1,147,716

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 北中道小学校外壁改修その他工事（東エリア）【工事調整】委託費の支出について
159,624

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中野中学校各所改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
95,688

都市整備局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 中野中学校各所改修工事（南エリア）【工事調整】委託費の支出について
323,352

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,171

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（１月分）
56,522

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
120,131

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
9,176

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(１月分）
320,816

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(１月分）
103,251

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
3,057

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
21,645

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
6,114
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都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（1月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(１月分）
27,656

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(１月分）
12,906

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（１月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(１月分）
31,344

都市整備局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
10,260

都市整備局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
5,130

都市整備局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（１月分）
20,520

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
41,417

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
656

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,996

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,353

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
387

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
19,980

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
15,965

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
21,983

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
17,690

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
410

都市整備局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,939

都市整備局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
181,303

都市整備局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
5,819

都市整備局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 公営住宅建設事業用等　設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（２月発注分）
593,181

都市整備局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成２８年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について(３月分)
298,750

都市整備局 総務課 平成29年03月23日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成２８年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について(３月分)
151,076

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託料の支出について（２月分）
102,168

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 委託料　委託料 公営住宅事業用等　平成28年度　マイクロフィルム作成業務委託の支出について
3,023,923

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅補修費 委託料　委託料 公営住宅事業用等　平成28年度　マイクロフィルム作成業務委託の支出について
391,930

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 公営住宅事業用等　平成28年度　マイクロフィルム作成業務委託の支出について
9,988,301

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 公営住宅事業用等　平成28年度　マイクロフィルム作成業務委託の支出について
5,703,934

都市整備局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 公営住宅事業用等　平成28年度　マイクロフィルム作成業務委託の支出について
1,044,712

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
160,177

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,171

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（２月分）
51,838

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
9,176

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
48,233

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
17,302

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分）
320,816

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成25年度庁内情報利用環境におけるプリンタ（Ａ１）長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
7,776

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
120,131

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
96,466

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,057

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
21,645
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都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分）
103,251

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度視覚障害対応庁内情報利用パソコン長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,778

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
12,058

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,247

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分）
27,656

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
6,114

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分）
12,906

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について（２月分）
5,767

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について(２月分）
31,344

都市整備局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,411

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 平成２８年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要　外７点）費用の支出について
129,708

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
108,926

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
764

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
2,260

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
6,890

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
9,159

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 需用費　消耗品費 平成２８年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要　外７点）費用の支出について
9,936

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
4,106

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（平成29年2月分）
1,774,087

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 平成２８年度都市整備局書籍等の概算買入（地方財務実務提要　外７点）費用の支出について
35,856

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
383,274

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 旅費　普通旅費 住宅総務事務用等　市内出張等にかかる旅費の支出について（２月分）
16,145

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
7,519

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
11,048

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
850

都市整備局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 役務費　通信運搬費 公営住宅建設事務用等郵便料金２月分の支払いについて
29,755

政策企画室 秘書担当 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長・副市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（11月分）
115,970

政策企画室 秘書担当 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 負担金、補助及交付金　分担金 秘書業務用　平成29年大阪新年互礼会開催にかかる分担金の支出について
1,485,213

政策企画室 秘書担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成29年1月25日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成29年03月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（平成29年1月25日）
38,460

政策企画室 秘書担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
30,128

政策企画室 秘書担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（２月分）
72,757

政策企画室 秘書担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
58,703

政策企画室 秘書担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 情報化用　平成24年度庁内情報利用パソコン長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
30,335

政策企画室 秘書担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
45,568

政策企画室 秘書担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
2,328

政策企画室 秘書担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
1,146

政策企画室 秘書担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
2,014

政策企画室 秘書担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
512

政策企画室 秘書担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（２月分）
164

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（平成29年2月14～15日）
51,660

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（平成29年2月14～15日）
7,460

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　燃料費 自動車運行管理用　車両運行に係るガソリン代の支出について（H29.1月分）
22,764

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　特別職車運行管理業務委託の支出について（Ｈ29.2月分）
1,196,640
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政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 自動車運行管理用　ETC利用高速道路通行料の支出について（H29.1月分）
42,540

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式２台　長期借入の支出について（平成29年２月分）
94,824

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車一式１台　長期借入の支出について（平成29年２月分）
51,408

政策企画室 秘書担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式長期借入の支出について（平成29年２月分）
63,042

政策企画室 秘書担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（ＦＡＸ）による複写にかかる経費の支出について（２月分）
4,270

政策企画室 秘書担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 自動車運行管理用　基本外業務委託料の支出について（平成29年２月分）
84,941

政策企画室 秘書担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 秘書担当用メイスイ浄水器カートリッジ買入に係る経費の支出について
12,960

政策企画室 秘書担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修理にかかる経費の支出について
9,548

政策企画室 秘書担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
10,698

政策企画室 秘書担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（2月分）
32,940

政策企画室 秘書担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 市長・副市長上京時用ハイヤー使用料の支出について（1月分）
65,210

政策企画室 秘書担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　備品修繕料 市長応接室ソファ（１人用）　修繕にかかる経費の支出について
842,400

政策企画室 秘書担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
420

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１２月分）
6,544

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（１月分）
5,330

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金インターネットクレジット収納システム運営利用料の支出について（平成２８年度２月分）
1,080

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地域活性化・公共投資臨時交付金の返還について
148,276,668

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
3,728

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（平成２９年２月分）
70,159

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２９年１月寄附分）
150

政策企画室 政策企画担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金クレジット立替払い手数料の支出について（平成２９年１月寄附分）
1,216

政策企画室 広報担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 「ホームページのリニューアル伴う有識者からの意見聴取」の実施にかかる経費の支出について
23,720

政策企画室 広報担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報償費　報償金 生活ガイドブック「大阪市くらしの便利帳」（平成29年度発行分）協働発行業務公募型プロポーザルに係る選定委員会の経費の支出について
23,840

政策企画室 広報担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 区の広報紙における「市政情報部分」の企画編集業務委託（平成29年3月号）に係る経費の支出について
264,600

政策企画室 広報担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコンにかかる経費の支出について（２月分）
5,616

政策企画室 広報担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
16,092

政策企画室 広報担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成29年1月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
1,220

政策企画室 広報担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 広報業務用消耗品「ＦＡＸトナー　外８点」の購入及び同経費の支出について
59,691

政策企画室 広報担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　印刷製本費 点字版「区広報紙市政情報」（平成29年3月号）概算印刷に係る経費の支出について
258,683

政策企画室 広報担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部平成29年2月分コピー代金の支出について
47,809

政策企画室 広報担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続契約にかかる経費の支出について（２月分）
939,600

政策企画室 広報担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（au平成29年２月分）の支出について
1,128

政策企画室 広報担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット検証用　携帯電話利用料（ソフトバンク２月分）の支出について
1,334

政策企画室 広報担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成28年2月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
1,246

政策企画室 広報担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 インターネット関連経費　業務用パソコン回線使用料（NTT）及びインターネットプロバイダー使用料の支出について（２月分）
7,257

政策企画室 広報担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 「ホームページのリニューアルに伴う有識者からの意見聴取」にかかる経費の支出について
46,880

政策企画室 報道担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成28年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
61,992

政策企画室 報道担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 報道業務用　市内出張にかかる交通費の支出について（平成29年2月分）
1,359

政策企画室 報道担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成28年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
312,120

政策企画室 報道担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成28年度「日経テレコン Knowledge Passport Fast Track」モニター利用にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
136,080

政策企画室 報道担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　市長会見等のテキストデータ作成（2月分）にかかる経費の支出について
107,406

政策企画室 報道担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　ＦＡＸ一斉送信サービス（Fax2Mail）利用にかかる経費の支出について（平成28年2月分）
7,242

政策企画室 報道担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
9,175

政策企画室 報道担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットプロバイダー利用料の支出について（1月分So-net及び2月分NTT回線利用料）
7,149

政策企画室 広聴担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
379,500

政策企画室 広聴担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（2月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,400
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政策企画室 広聴担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 正面・南玄関案内窓口でのインターネット回線の利用契約にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
20,520

政策企画室 広聴担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
11,448,000

政策企画室 広聴担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 総合コールセンター用　電話回線使用料の支出について（平成29年2月利用分）
134,949

政策企画室 東京事務所 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（１月分）の支出について
7,811

政策企画室 東京事務所 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（大阪市）にかかる経費の支出について
28,040

政策企画室 東京事務所 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用資金前渡金の支出について
30,070

政策企画室 東京事務所 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,260

政策企画室 東京事務所 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用事務用品（リサイクルコピーペーパーA３他１７点）購入経費の支出について
104,025

政策企画室 東京事務所 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（２月分）の支出について
4,732

政策企画室 東京事務所 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用ネットワーク機器等（東京事務所）一式長期借入にかかる経費（２月分）の支出について
23,976

政策企画室 東京事務所 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　平成２５年度庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式長期借入契約にかかる経費（２月分）の支出について
22,283

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）にかかる経費の支出について
29,260

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　消耗品費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・１～３月分）の支出について
30,000

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・１～３月分）の支出について
3,509

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 需用費　光熱水費 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・１～３月分）の支出について
36,297

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用資金前渡金（第４四半期４月以降分）の支出について
60,000

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　平成２４年度庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式長期借入経費（２月分）の支出について
2,878

政策企画室 東京事務所 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東京事務所事務用資金前渡金（東京事務所運営経費・１～３月分）の支出について
2,089,428

健康局 総務課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 病院再編計画に関する厚生労働省との打合せにかかる出張経費の支出について
28,830

健康局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 市民病院費 整備推進費 負担金、補助及交付金　交付金 地方独立行政法人大阪市民病院機構運営費交付金の支出について（平成28年度第4回分）
3,056,396,000

健康局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 局運営事務用　ゼムクリップ外18点の買入経費の支出について
54,049

健康局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務Ｇ１２・１月分）の支出について
9,418

健康局 総務課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 市民病院費 管理費 旅費　普通旅費 病院機構支援事業用　市内出張交通費（病院Ｇ１２・１月分）の支出について
26,002

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
15,357

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 職員福利厚生用　平成28年度健康局特定化学物質使用業務従事者健康診断業務委託料の支出について
295,056

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成29年2月分）
279,367

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成25年度契約分）経費の支出について（平成29年2月分）
207,857

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
295,929

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（平成29年2月分）
172,704

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
3,100

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 外国人滞在施設経営事業用　平成28年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式　長期借入経費の支出について（平成29年2月分）
33,696

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
17,271

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成26年度契約分）経費の支出について（平成29年2月分）
16,056

健康局 総務課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度局運営事務用　庁内情報利用パソコン等長期借入（平成24年度契約分）経費の支出について（平成29年2月分）
5,824

健康局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務（病院機構支援）用　交流会館機械警備業務委託料の支出について（平成29年２月分）
5,130

健康局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度　局運営事務（病院機構支援）用もと職員大宮寮における機械警備業務委託にかかる支出について（平成29年２月分）
13,122

健康局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成28年度　局運営事務（病院機構支援）用もと母子センター看護師寮における機械警備業務委託にかかる支出について（平成29年２月分）
13,662

健康局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報償費　報償金 住吉市民病院建屋を使用した民間医療法人による病院運営に対する運営補助にかかる弁護士意見書作成
1,226,653

健康局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 市民病院費 整備推進費 貸付金　貸付金 平成28年度地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金の支出について
2,820,000,000

健康局 経理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
3,552

健康局 経理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成２９年２月分）
3,456

健康局 経理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５４５号）購入経費の支出について
2,484

健康局 経理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施及び同経費の支出について（２月分）
58,968

健康局 経理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 経理課事務用　蛍光ペン　本体　外８点　買入に係る経費の支出について
39,528

健康局 経理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 経理・調達・管財事務用　市内出張旅費（１０月～１２月分）の支出について
10,342

健康局 経理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（2月分）
264,835

健康局 健康施策課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 もと日之出診療所内樹木剪定業務委託料の支出について
43,200
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健康局 健康施策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
1,566

健康局 健康施策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
27,098

健康局 健康施策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
324

健康局 健康施策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
4,277

健康局 健康施策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
1,872

健康局 健康施策課 平成29年03月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（1月分）
9,580

健康局 健康施策課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影装置の修理にかかる経費の支出について（東淀川区）
34,560

健康局 健康施策課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影装置の修理にかかる経費の支出について（都島区）
116,640

健康局 健康施策課 平成29年03月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

需用費　消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業用　紙用マッキー外２点 買入経費の支出について
12,337

健康局 健康施策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 災害救助対策用　救急バッグ（ウエストポーチ）　外２点　買入に係る経費の支出について
14,029

健康局 健康施策課 平成29年03月15日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成28年度　第２回在宅医療・介護連携実務者研修会にかかる講師謝礼の支出について（平成29年2月20日開催）
19,220

健康局 健康施策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　特別旅費 平成２８年度都道府県災害医療コーディネート研修への職員派遣に係る経費の支出について
46,300

健康局 健康施策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　備品修繕料 各種検診事業用　エックス線撮影装置の修理にかかる経費の支出について（北区）
87,480

健康局 健康施策課 平成29年03月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地域医療事業用　住吉診療所の財産処分にかかる大阪府補助金返還金の支出について
682,314

健康局 健康施策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 各種保健事業用　白衣等洗濯経費の支出について（保健衛生検査所外２箇所）（平成29年2月分）
3,456

健康局 健康施策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 不用エックス線撮影装置等廃棄にかかる産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託の実施及び同所要経費の支出について（平野区保健福祉センター）
39,852

健康局 健康施策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 地域保健事業用　エックス撮影装置（天井走行式）の買入にかかる経費の支出について
4,276,800

健康局 健康施策課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　食糧費 地域保健医療計画推進事業用　大阪市救急懇話会開催にかかる食糧費の支出について（３月２７日開催分）
1,296

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 各種事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
996

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
37,729

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
1,800

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
1,772

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健医療計画推進事業用　後納郵便料の支出について（２月分）
536

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度十三休日急病診療所にかかる不動産賃借料の支出について（平成29年2月分）
135,000

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪府周産期緊急医療体制整備事業の分担金の支出について
30,000,000

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報償費　報償金 平成28年度　在宅医療・介護連携支援コーディネーター研修会講師謝礼の支出について（平成29年3月16日開催）
12,300

健康局 健康施策課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（2月分）
5,090

健康局 健康づくり課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診推進事業用等浸透印外１点買入にかかる経費の支出について
1,836

健康局 健康づくり課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診推進事業用等浸透印外１点買入にかかる経費の支出について
4,968

健康局 健康づくり課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年1月分）
3,653,780

健康局 健康づくり課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年1月分）
1,311,422

健康局 健康づくり課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年1月分）
2,097,900

健康局 健康づくり課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成28年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託料の支出について（平成29年1月分）
172,834

健康局 健康づくり課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成29年度国立保健医療科学院長期研修入学試験にかかる出張命令及び旅費の支出について
35,520

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
10,751

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
4,968

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
33,113

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
21,471

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
15,741

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用シャープペンシル外２７点買入にかかる経費の支出について
6,323

健康局 健康づくり課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用大正車庫消防設備保守点検業務委託料の支出について
36,720

健康局 健康づくり課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 地域巡回型がん検診事業用検診車（さくら号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
30,210

健康局 健康づくり課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 地域巡回型がん検診事業用検診車（さくら号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
30,210

健康局 健康づくり課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 公課費　公課費 がん検診事業（胃がん検診事業）用検診車（こすもす13号）車検更新にかかる重量税および自動車損害賠償保険料の支出について
90,200

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
1,912

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料の支出について（12月分）
1,742,970
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健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（1月分）
183,753

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料の支出について（12月分）
1,783,487

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
153,823

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
203,775

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
226,118

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
3,112

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
4,023

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
21,740

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度がん検診事業用　胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託料の支出について（12月分）
1,578,973

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
70,481

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
141,395

健康局 健康づくり課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度保健衛生システム(健康管理情報システム)パンチデータ作成業務委託料の支出について（12月・1月分）
3,427

健康局 健康づくり課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 禁煙外来リーフレットの印刷及び同経費の支出について
29,700

健康局 健康づくり課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成28年度すこやか大阪２１推進事業用NCD重症化予防対策会議にかかる報償金の支出について（2月分）
560

健康局 健康づくり課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年１１月分）
43,087

健康局 健康づくり課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年１１月分）
16,896

健康局 健康づくり課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
5,713

健康局 健康づくり課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
1,803

健康局 健康づくり課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 平成２８年度がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）経費の支出について（２月分）
9,180

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度すこやか大阪21推進事業用すこやかパートナーつうしん印刷経費の支出について（3月分）
84,240

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
12,852,229

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
11,323,208

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
21,872,878

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域巡回型がん検診事業用　平成２８年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託の実施及び同経費の支出について（平成29年2月分）
472,500

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
505,548

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
14,567,889

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
3,725,038

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
12,712,126

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
119,591

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（１月分）
549,975

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（２月分）
10,977

健康局 健康づくり課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入の経費支出について（２月分）
6,843

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
12,710

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
27,870

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
45,360

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
142,560

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
360,720

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
40,986

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
78,624

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
877,176

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
649,080

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
567,000

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
31,752

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
79,812

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
142,560

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
640,332

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
114,428



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診申込書・個人票（医療機関実施）外１０点印刷経費の支出について
56,160

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
162,898

健康局 健康づくり課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 がん検診事業用　胃がん検診個人票（保健福祉センター実施）外９点印刷経費の支出について
175,634

健康局 健康づくり課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成29年度職域保健に対する歯科保健普及啓発事業企画提案事業者選定会議（第2回）にかかる報償金の支出について
41,754

健康局 健康づくり課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２５５号買入にかかる経費の支出について
8,798

健康局 健康づくり課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成28年度地域健康講座用リーフレットデザイン及び版下作成業務委託にかかる経費の支出について
95,000

健康局 健康づくり課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 備品購入費　図書購入費 がん検診事業用　臨床・病理肺癌取扱い規約第8版 買入にかかる経費の支出について
6,318

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 がん検診事業用大阪市肝炎検診会議にかかる報償金の支出について
33,786

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
9,798

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
26,848

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
28,391

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 健康づくり課市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
7,782

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診事業用　後納郵便料の支出について（2月分）
79,194

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診推進事業用　後納郵便料の支出について（2月アンケートハガキ）
6,968

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年2月分）
2,025,000

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年2月分）
1,990,137

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成28年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（平成29年2月分）
3,003,642

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成28年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託料の支出について（平成29年2月分）
173,549

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（２月分）
394,799

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成29年度生涯歯科保健推進事業企画提案事業者選定会議（第２回）にかかる報償金の支出について
42,744

健康局 健康づくり課 平成29年03月31日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 委託料　委託料 がん検診事業用　がん検診関係業務委託料の未執行に係る過年度支出について
149,137

健康局 生活衛生課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（１月分）
89,625

健康局 生活衛生課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 浄化槽規制指導事業　第36回近畿ブロック浄化槽担当者会議への出席及び同経費の支出について（平成28年11月25日開催）
2,200

健康局 生活衛生課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地の買入にかかる経費の支出について（１月発注分）
19,224

健康局 生活衛生課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　よう化カリウム外４点の買入にかかる経費の支出について（１月発注分）
77,403

健康局 生活衛生課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＢＴＢ試薬外２点の買入にかかる経費の支出について（１月発注分）
15,940

健康局 生活衛生課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　手洗いチェッカーローション購入経費の支出について
3,780

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月分）
27,764

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用牛海綿状脳症診断用キットの買入にかかる経費の支出について（２月分）
113,400

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用採材用シリンダーの買入にかかる経費の支出について（２月分）
3,564

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２９年１月分）
38,615

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用砂の買入にかかる経費の支出について
28,350

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２９年１月分）
14,875

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２９年１月分）
22,657

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月分）
2,703

健康局 生活衛生課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月分）
2,424

健康局 生活衛生課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用注射針の買入にかかる経費の支出について
1,428

健康局 生活衛生課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　追録「墓地埋葬実務便覧（60～63号）」買入にかかる経費の支出について（生活衛生課分）
12,096

健康局 生活衛生課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用抗生物質試験用培地外4点の買入にかかる経費の支出について
100,548

健康局 生活衛生課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　追録「墓地埋葬実務便覧（60～63号）」買入にかかる経費の支出について（環境衛生監視課分）
12,096

健康局 生活衛生課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　筆耕翻訳料 優秀標贈呈事業用　平成２９年優秀標の揮毫にかかる経費の支出について
161,218

健康局 生活衛生課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ガラスロート外20点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月）
66,161

健康局 生活衛生課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ガラスロート外20点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月）
209,833

健康局 生活衛生課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 健康局育児休業代替任期付職員（獣医師・薬剤師）採用候補者選考試験にかかる試験問題作成等業務の実施及び同経費の支出について（平成29年1月29日実施分）
344,736

健康局 生活衛生課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
3,935,520

健康局 生活衛生課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　単１形ニッケル水素充電池外３点の買入にかかる経費の支出について
64,627

健康局 生活衛生課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　単１形ニッケル水素充電池外３点の買入にかかる経費の支出について
4,503
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健康局 生活衛生課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用猫免疫不全ウイルス検査ｷｯﾄ外1点の買入にかかる経費の支出について
38,880

健康局 生活衛生課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食鳥検査事業用サルモネラ免疫血清　H-c外6点の買入及び同経費の支出について
47,854

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
3,942

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　消毒用エタノール又は酒税 免税ｱﾙｺｰﾙ製品外12点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
680

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　0.2mol/l過マンガン酸カリウム溶液外３点買入に係る経費の支出について（２月発注分）
2,776

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業、有害家庭用品規制指導事業及び住居衛生推進事業用　硫酸外８点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
6,912

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道事業用及び環境衛生営業指導事業用「水道水質基準ガイドブック」外４点の買入に係る経費の支出について
41,013

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用等「ＨＡＣＣＰトレーニング・カリキュラム」外６点の買入にかかる経費の支出について
16,443

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業、有害家庭用品規制指導事業及び住居衛生推進事業用　硫酸外８点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
22,356

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業、有害家庭用品規制指導事業及び住居衛生推進事業用　硫酸外８点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
281,124

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　0.2mol/l過マンガン酸カリウム溶液外３点買入に係る経費の支出について（２月発注分）
4,082

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道事業用及び環境衛生営業指導事業用「水道水質基準ガイドブック」外４点の買入に係る経費の支出について
7,776

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　消毒用エタノール又は酒税 免税ｱﾙｺｰﾙ製品外12点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
314,431

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
7,690

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
864

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
5,793

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
8,381

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施及び同経費の支出について（１月分）
32,363

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 簡易専用水道事業用及び環境衛生営業指導事業用「水道水質基準ガイドブック」外４点の買入に係る経費の支出について
152,523

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 食品衛生事業用等「ＨＡＣＣＰトレーニング・カリキュラム」外６点の買入にかかる経費の支出について
78,926

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 食品衛生事業用等「ＨＡＣＣＰトレーニング・カリキュラム」外６点の買入にかかる経費の支出について
37,584

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　図書購入費 食品衛生事業用等「ＨＡＣＣＰトレーニング・カリキュラム」外６点の買入にかかる経費の支出について
23,302

健康局 生活衛生課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備　水蒸気蒸留装置の買入にかかる経費の支出について
346,140

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業用講師報償金の支出について（平成２９年２月２２日実施分）
8,600

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 特定建築物等規制指導事業用「特定建築物の衛生管理にかかる講習会」の実施にかかる講師謝礼金の支出について（平成２９年２月１４日・２３日開催）
8,460

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧　外１点」の買入にかかる経費の支出について
9,408

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用モノクロレーザープリンターの買入にかかる経費の支出について
15,606

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用腐葉土外３点の買入にかかる経費の支出について
30,229

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 ビル衛生管理事業用「特定建築物の衛生管理に関する講習会資料」の印刷にかかる経費の支出について
44,550

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 狂犬病予防等事業用等成犬用総合栄養食外12点の買入にかかる経費の支出について
87,177

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　飼料費 狂犬病予防等事業用等成犬用総合栄養食外12点の買入にかかる経費の支出について
34,603

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　医薬材料費 動物愛護管理事業用殺菌消毒剤外２点の買入経費の支出について
3,952

健康局 生活衛生課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　デジタル粉じん計買入に係る経費の支出について
176,904

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外18点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
18,225

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
4,698

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（BUN）外10点買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
23,328

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（BUN）外10点買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
21,546

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（BUN）外10点買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
38,102

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用血液検査用スライド（BUN）外10点買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
19,440

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等液化炭酸ガスの買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
2,700

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等液化炭酸ガスの買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
8,100

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外18点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
112,244

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外44点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
173,858

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外18点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
12,009

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外44点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
13,824

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用ヘパリンナトリウム注の買入（その２）にかかる経費の支出について
3,888

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等ブドウ糖発酵性桿菌同定キット外18点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
2,900
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健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道規制指導事業用ｐＨメーター資材一式の買入にかかる経費の支出について
98,884

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等蒸留水外44点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
590,976

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等エタノール外11点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
27,550

健康局 生活衛生課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用内部標準混合液の買入（その２）及び同経費の支出について
22,248

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
4,970

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
14,254

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
4,560

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
5,800

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
12,160

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用　駒込ピペット外１点の買入に係る経費の支出について
31,860

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業用　平成２８年度公共発生源への薬剤散布業務委託料の支出について（平成29年２月分）
88,560

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 特定建築物等規制指導事業用　空気環境測定器の長期借入にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
23,100

健康局 生活衛生課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 動物愛護管理事業用　テントの購入経費の支出について
367,200

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月南東部生活衛生監視事務所外３件分）
2,125

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 生活衛生監視事務所管理運営用　複写電送装置５台の長期借入及び同経費の支出について（平成２９年２月分）
30,888

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消泡シリコン外33点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
282,776

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等　1-ブタノール外1点の買入及び同経費の支出について
10,584

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等　1-ブタノール外1点の買入及び同経費の支出について
1,026

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用ディスポーザブルループエーゼの買入にかかる経費の支出について
8,424

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道事業用　簡易水質検査キット外２点の買入に係る経費の支出について
10,854

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
9,979

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消泡シリコン外33点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
10,843

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　オークリッジ遠沈管外10点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
7,031

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ＶＴ遺伝子検出キットの買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
93,312

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等消泡シリコン外33点の買入にかかる経費の支出について（単価契約2月分）
48,373

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　オークリッジ遠沈管外10点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
228,279

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月南東部生活衛生監視事務所外３件分）
347

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年１月南東部生活衛生監視事務所外３件分）
670

健康局 生活衛生課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 動物愛護管理事業用　検眼鏡・耳鏡セットの購入経費の支出について
121,608

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　10% 硫酸（希硫酸）外13点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
18,090

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用ツイーン20の買入にかかる経費の支出について
6,264

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業及び有害家庭用品規制指導事業用　10% 硫酸（希硫酸）外13点の買入に係る経費の支出について（２月発注分）
28,285

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　スミラブ発泡錠外６点の買入経費の支出について
3,373,380

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 外国人滞在施設経営事業用　両開き書庫外４点の購入経費にかかる支出について
33,210

健康局 生活衛生課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　庁用器具費 外国人滞在施設経営事業用　両開き書庫外４点の購入経費にかかる支出について
391,716

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等電球外１点の買入にかかる経費の支出について
7,776

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用　カラー用紙（Ａ４）外７点の買入にかかる経費の支出について
16,502

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水切りかご外３６点の買入にかかる経費の支出について
8,154

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水切りかご外３６点の買入にかかる経費の支出について
280,476

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水切りかご外３６点の買入にかかる経費の支出について
41,472

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水切りかご外３６点の買入にかかる経費の支出について
31,428

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用等電球外１点の買入にかかる経費の支出について
14,040

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター照明器具修繕の実施及び同経費の支出について
30,240

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ４１そ２２０９」の法定２４カ月点検継続検査の経費の支出について
71,820

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用等平成２８年度リアルタイムPCR保守点検業務委託の経費の支出について
135,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用等平成２８年度リアルタイムPCR保守点検業務委託の経費の支出について
270,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成２８年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務の経費の支出について（２月分）
9,999
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健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（２
月分） 5,184

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（平成２９年２月分）
7,668

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（２
月分） 9,590

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　食肉衛生検査所庁舎清掃業務委託料の支出について（２月分）
81,180

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成２８年度　動物管理センター庁舎清掃業務委託料の支出について（２月分）
59,190

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用　平成２８年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の経費の支出について（２
月分） 5,184

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 所有者不明猫不妊・去勢手術の実施事業にかかる委託料の支出について（第３四半期分　契約番号２８０００８１－６）
79,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
14,740

健康局 生活衛生課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（１月分）
610

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 第２８回大阪市動物愛護推進会議にかかる委員報償金の支出について
69,750

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「食品関係公正取引法規集　追録」の買入にかかる経費の支出について（１月納品分）
4,557

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用カラス啓発用ポスター外１点の印刷及び同経費の支出について
25,666

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 動物愛護事業用カラス啓発用ポスター外１点の印刷及び同経費の支出について
28,350

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業及び小規模受水槽衛生対策事業用　空気環境測定器等校正業務委託料の支出について
142,560

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 特定建築物等規制指導事業及び小規模受水槽衛生対策事業用　空気環境測定器等校正業務委託料の支出について
207,360

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成２８年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
615,600

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成２８年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
230,040

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について（平成２９年２月分）
3,355

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等平成２８年度スクラバー・ドラフト等保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
444,960

健康局 生活衛生課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上実施にかかる経費の支出について（２月分）
6,804

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年８月分）
800

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年９月分）
1,040

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年８月分）
83,692

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年８月分）
3,900

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年９月分）
1,784

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年９月分）
77,488

健康局 生活衛生課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度食鳥検査にかかる宿泊施設借上の実施及び同経費の支出について（２月分）
119,841

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 そ族昆虫防除事業用　肩掛噴霧器外2点の買入に係る経費の支出について
77,241

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス（圧縮）外1点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
33,480

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用混合ガス（圧縮）外1点の買入にかかる経費の支出について（単価契約1月分）
3,888

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ゴム印２号外１点買入にかかる経費の支出について
5,486

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用狂犬病予防注射済証外３点の印刷にかかる経費の支出について
174,101

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用　ゴム印２号外１点買入にかかる経費の支出について
1,123

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 「食品衛生事業用　食品衛生講習会テキスト（冊子）」外２点の印刷にかかる経費の支出について
191,592

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 「食品衛生事業用　食品衛生講習会テキスト（冊子）」外２点の印刷にかかる経費の支出について
44,064

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　印刷製本費 狂犬病予防事業用狂犬病予防注射済証外３点の印刷にかかる経費の支出について
436,836

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防等事業用　動物管理センター電気料金の支出について（２月分）
244,059

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　備品修繕料 と畜検査事業用オートクレーブの修理経費の支出について
122,040

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用バイオハザード対策用キャビネット及びクリーンベンチ保守点検業務委託料の支出について
264,600

健康局 生活衛生課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 薬務事務事業用　薬務台帳管理システム用機器借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
1,385

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
38,393

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
49,559

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
33,847

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
9,829

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
28,365

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
8,467

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務事業用等　メジャー外３９点の買入にかかる経費の支出について
38,413
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健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（２月分）
133,822

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（２月分）
99,557

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
4,799

健康局 生活衛生課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等携帯電話使用料の支出について（２月分）
22,409

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
10,894

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
5,740

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
2,988

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
10,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
4,890

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
7,073

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
14,659

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成２９年２月分）
12,016

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 狂犬病予防事業用豚頭骨の買入にかかる経費の支出について
1,080

健康局 生活衛生課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　不動産賃借料 外国人滞在施設経営事業　大阪市保健所環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（３月分）
3,600

健康局 生活衛生課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食品衛生学雑誌の買入にかかる経費の支出について
24,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 外国人滞在施設経営事業用　大阪市保健所事務室の電気料金の支出について（２月分）
50,147

健康局 生活衛生課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 所有者不明猫適正管理推進事業用「なにわ４１そ２２０５」の法定２４カ月点検継続検査の経費の支出について
68,428

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月分）
29,768

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年10月分）
95,198

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年10月分）
744

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等Oリング外1点の買入にかかる経費の支出について
1,263

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業「食品衛生研究外１点」の買入にかかる経費の支出について（4月～3月分）
64,800

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等Oリング外1点の買入にかかる経費の支出について
1,188

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　食中毒注意報看板の作成にかかる経費の支出について（その２）
32,400

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ピペット洗浄器　洗浄バスケット　外２点の買入にかかる経費の支出について
33,620

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＥＢ試薬外１１点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
110,095

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　Ｎ－１－ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩外５点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
4,892

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＤＬ－酒石酸外３７点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
426,416

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用追録「廃棄物処理・リサイクルの手続マニュアル（53～54号）」の買入にかかる経費の支出について
6,825

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ｐ－ヒドロキシ安息香酸ｎ－ブチル外３２点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
318,567

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地外１点の買入にかかる経費の支出について（２月発注分）
38,448

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用HPLC用チェックバルブ　PRI-IN ASSY外1点の買入にかかる経費の支出について
39,312

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月分）
3,882

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（２月分）
5,184

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月分）
1,770

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金(食肉衛生検査所）の支出について（２月分）
6,537

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
18,823

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用平成２８年度水銀測定装置保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
339,681

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
54,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
85,166

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
27,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用放射性物質簡易検査機器保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について
1,339,200

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用平成２８年度感染性産業廃棄物収集・運搬業務委託料の支出について
10,800

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等ｐＨメーター保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
27,000

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用平成２８年度感染性産業廃棄物処分業務委託料の支出について
10,260

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
156,754

健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 食品衛生事業用等電子天秤保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
112,937
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健康局 生活衛生課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防事業用等小口支払基金繰入金(動物管理センター）の支出について（２月分）
2,500

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月東部生活衛生監視事務所外３件分）
2,422

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 動物愛護管理事業用平成２８年度動物取扱責任者研修会に係る講師謝礼の支出について
22,940

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
10,157

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
9,280

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
4,098

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
12,800

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
7,920

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
85,704

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
820

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 動物愛護管理事業用　動物愛護相談室にかかるコピー代金の支出について（平成２９年２月分）
38,153

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 平成２８年度そ族昆虫防除事業用「生活と環境」（平成２８年４月号～平成２９年３月号）買入にかかる経費の支出について
13,577

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月東部生活衛生監視事務所外３件分）
1,303

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所等にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成２９年２月東部生活衛生監視事務所外３件分）
721

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２９年２月分）
17,140

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（２月分）
4,705

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成２９年２月分）
8,570

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ４１そ２２０９」の法定２４か月点検継続検査にかかる追加整備の経費の支出について
31,536

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 所有者不明猫適正管理推進事業用「なにわ４１そ２２０５」法定２４か月点検継続検査にかかる追加整備の経費の支出について
918

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食品衛生事業用　食品安全モニターにかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
194

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットにおける通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 と畜検査事業用電話回線使用料の支出について（食肉衛生検査所２月分）
2,574

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度食品衛生事業用等　食品衛生外部精度管理調査の実施及び同経費の支出について
66,960

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度食品衛生事業用等　食品衛生外部精度管理調査の実施及び同経費の支出について
246,240

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 平成２８年度食品衛生事業用等　食品衛生外部精度管理調査の実施及び同経費の支出について
97,740

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 備品購入費　機械器具費 備品等整備事業用　空気環境測定器買入に係る経費の支出について
891,864

健康局 生活衛生課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
4,126,680

健康局 こころの健康センター 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成28年度「依存症治療・回復プログラム等研修」への出張にかかる経費の支出について
44,700

健康局 こころの健康センター 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　医薬材料費 精神科一次救急医療体制整備事業用等「リスパダール錠１ｍｇ外３点」の買入にかかる経費の支出について
22,690

健康局 こころの健康センター 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 障害保健福祉関係主管課長会議への出席にかかる経費の支出について
29,240

健康局 こころの健康センター 平成29年03月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成28年度こころの健康づくり対策事業「ひきこもり対策研修」への出張にかかる経費の支出について
46,660

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年2月2日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年1月31日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年2月1日実施分）
30,210

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成29年1月30日実施分）
32,506

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年2月1日実施分）
800

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年2月2日実施分）
580

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神科病院への実地指導にかかる報酬の支出について（平成29年1月31日実施分）
320

健康局 こころの健康センター 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・平成29年1月30日実施分）
1,360

健康局 こころの健康センター 平成29年03月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（12月点検分）
74,931

健康局 こころの健康センター 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（12月点検分）
236

健康局 こころの健康センター 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（12月点検分）
286,550

健康局 こころの健康センター 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（12月点検分）
1,188

健康局 こころの健康センター 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（１月分）
290,467



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

健康局 こころの健康センター 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 第１９回大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会にかかる委員報酬の支出について（平成２９年２月２８日開催）
65,012

健康局 こころの健康センター 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 第１９回大阪市精神保健福祉審議会自殺防止対策部会にかかる委員報酬の支出について（平成２９年２月２８日開催）
30,740

健康局 こころの健康センター 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成28年度精神保健搬送車運行等業務委託にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
280,692

健康局 こころの健康センター 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（2月分）
291,813

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
227,542

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 大阪市自立支援医療費（精神通院）支給認定・手帳交付審査委員会委員報酬等（２月分）の支出について
8,360

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・国保）入院費の支出について
120,744

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・３月審査分（概算））
2,280,000

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・１月審査分（追給）
534,274

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・３月審査分（概算））
61,229,497

健康局 こころの健康センター 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）入院費の支出について
80,830

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,435

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
188

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,692,442

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
96,752

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
548

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
4,033,714

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（２月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
94

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
90,522

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・３月審査分（概算））
2,000,000

健康局 こころの健康センター 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・３月審査分（概算））
400,000,000

健康局 こころの健康センター 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
2,090

健康局 こころの健康センター 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（２月審査分・介護）医療費の支出について
67,573

健康局 こころの健康センター 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼の支出について（平成28年11月24日開催分）
21,540

健康局 こころの健康センター 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神障がい者ピアサポーター養成講座にかかる講師謝礼金の支出について（平成28年10月25日開催分）
15,540

健康局 こころの健康センター 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 ピアサポーターによる精神科病院での啓発講座にかかる講師謝礼金の支出について（平成29年1月26日開催分）
21,540

健康局 こころの健康センター 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成２８年度薬物依存症者等ケア強化事業（家族心理教育事業）にかかる講師謝礼金の支出について（平成29年2月28日開催分）
13,140

健康局 こころの健康センター 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療費レセプト点検等業務（概算契約）委託経費の支出について（２月点検分）
290,088

健康局 こころの健康センター 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置（精神障がい者）にかかる交付金の支出について（追給分）
59,925,829

健康局 こころの健康センター 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　交付金 市営交通料金福祉措置（精神障がい者）にかかる交付金の支出について（券面調製費分）
1,204,146

健康局 こころの健康センター 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　建物修繕料 こころの健康センター資料室エアコンリモコンの緊急修繕にかかる経費の支出について
22,680

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付窓あき封筒外２点の買入にかかる経費の支出について（２回目納品分）
406,564

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・平成29年2月16日実施分）
81,265

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・平成29年2月16日実施分）
4,300

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 市営交通機関乗車料金福祉措置事業用　更新申請書送付窓あき封筒外２点の買入にかかる経費の支出について（２回目納品分）
101,641

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用　精神保健福祉関係例規集追録（226-227号）の買入にかかる経費の支出について
13,400

健康局 こころの健康センター 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用精神障がい者保健福祉手帳用紙の印刷にかかる経費の支出について
74,844

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神障がい者保健福祉手帳交付事業用手帳カバーの買入にかかる経費の支出について
276,480

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
321,221

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
493

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
36,536

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
410

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業用等にかかる後納郵便料金の支出について（２月分）
6,488

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・３月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＪＣＢカード（ＥＴＣ）利用代金の支出について（２月締分）
5,110

健康局 保健所管理課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成29年１月分）
3,620

健康局 保健所管理課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成29年１月分）
7,412
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健康局 保健所管理課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成28年度　石綿健康管理試行調査関係業務委託料の支出について
1,556,776

健康局 保健所管理課 平成29年03月02日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2832号）
67,854

健康局 保健所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度　施設管理用　放射線技術検査所清掃業務委託料の支出について
56,700

健康局 保健所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 在宅療養支援計画ケース検討会従事医師報償金の支出について（２／１７開催分）
24,890

健康局 保健所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成28年度高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会の実施に係る講師謝礼金の支出について（２月２３日実施）
26,680

健康局 保健所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成２８年度呼吸器講演会事業に係る報償金の支出について（平成２９年２月１６日北区保健福祉センター開催分）
30,650

健康局 保健所管理課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 石綿健康被害調査委員会にかかる委員報酬の支出について（平成28年12月12日分）
115,248

健康局 保健所管理課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（2月10日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（2月10日実施分）
12,445

健康局 保健所管理課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 石綿健康被害調査委員会にかかる委員報酬の支出について（平成28年12月12日分）
2,780

健康局 保健所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（７月分）
59,840

健康局 保健所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（８月分）
59,661

健康局 保健所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保衛検）市内出張交通費の支出について（１月分）
45,160

健康局 保健所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（１月分）
1,344

健康局 保健所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成28年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（平成２９年１月分）
54,455

健康局 保健所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
39,881

健康局 保健所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
600

健康局 保健所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所１月分）
1,961

健康局 保健所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　3月分）
103,469

健康局 保健所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所管理運営用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所　3月分）
548,388

健康局 保健所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業用（給食施設巡回指導）ポスター及び地域活動育成事業用(地区組織活動研修会)テキスト印刷経費の支出について
18,889

健康局 保健所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 保健栄養指導事業用（給食施設巡回指導）ポスター及び地域活動育成事業用(地区組織活動研修会)テキスト印刷経費の支出について
40,122

健康局 保健所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（３月分）
982,490

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
840

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
240

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
2,678

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
360

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
432

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
2,160

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
1,296

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
864

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
480

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
4,180

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
2,742

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2831号）
103,360

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業の同経費の支出について（2833号）
50,760

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
1,376

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
4,220

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
240

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
832

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年12月分）
432

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課保健事業用市内出張交通費の支出について（平成28年11月分）
432

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成28年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（平成２９年１月分）
102,148

健康局 保健所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入経費の支出について（２月分）
50,068

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（１月分）
31,478

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（放技検）市内出張交通費の支出について（１月分）
83,612

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 保健所一般業務用　公用車継続検査にかかる経費の支出について（エスティマ）
30,240



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　平成29年3月分）（1月診療分　確定払い）
670,866

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成29年2月診療分　国保連）（3月審査分　概算払い）
4,862,145

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　平成29年3月分）（1月診療分確定払い）
2,199,273

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関1月分）
9,020,145

健康局 保健所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成２９年３月支払分：国保）
24,899

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（保健所管理課管理グループ）２月２８日分
40

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成29年2月分）
3,234

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成２８年度地区組織活動育成用　健康づくり地区組織活動研修会講師報償金の支出について（２月２４日実施分）
13,860

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成29年2月分）
3,235

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 小児慢性特定疾患用母子保健医療費公費負担システム用機器に係る賃借料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成29年2月分）
22,680

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（平成29年2月分）
6,469

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成29年2月分）
518,616

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成29年2月分）
307,328

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（平成29年2月分）
12,440

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（平成29年2月分）
10,280

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用２月分）の支出について
855

健康局 保健所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 インフルエンザ自己負担費用助成金（平成２９年１月分）の口座振替不能による再支出について
3,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　建物修繕料 保健所管理運営用　大阪市健康局保健所照明器具安定器取替電気設備工事にかかる経費の支出について
17,280

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 平成28年度保健栄養指導事業用　栄養成分表示啓発リーフレット印刷経費の支出について
90,720

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成29年2月審査分　社保基金）
316

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成29年2月作成分）
9

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　平成29年2月審査分）
1,880

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成29年2月審査分　国保連）
58,750

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成29年2月審査分　社保基金）
146,533

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成29年2月作成分）
679

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　平成29年2月審査分）
1,974

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成29年2月作成分）
96

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成29年2月作成分）
3,981

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成29年1月診療分　社保基金）
8,488

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（平成29年1月診療分　社保基金）
9,662

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（平成29年3月分 社保基金）（2月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成29年2月分（1月診療分）社保基金）（追給分）
2,029,635

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（平成29年3月分 社保基金）（2月診療分 概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（平成29年2月診療分　社保基金）（３月審査分　概算払い）
10,000,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成29年3月1日請求分)
8,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（平成29年1月診療分　社保基金）（2月審査分　確定払い）
3,953

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費に係るレセプトの画像データ提供業務委託料の支出について（平成２９年２月提供分：社保）
147

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成２９年２月審査分：国保）
800

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 小児ぜん息等医療費助成事業用医療費の審査支払事務委託料の支出について（平成２９年２月審査分：社保）
5,091

健康局 保健所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 小児ぜん息等医療費助成事業用助成金の支出について（平成２９年３月支払分：社保）
162,881

健康局 保健所管理課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１２月分）
59,835

健康局 保健所管理課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１１月分）
59,594

健康局 保健所管理課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 平成２９年２月分インフルエンザ予防接種自己負担費用助成金の支出について
117,960

健康局 保健所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（２月分）の支出について
170,669

健康局 保健所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（２月分）の支出について
158,824

健康局 保健所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 小児慢性特定疾病医療支援事業用「小児慢性特定疾病児童手帳」の印刷にかかる経費の支出について
98,280

健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
1,180
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健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（９月分）
51,098

健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
7,695

健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務経費（平成29年2月分）の支出について
9,720

健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成２８年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託料の支出について（平成２９年２月分）
138,250

健康局 保健所管理課 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　2月分）の支出について
1,385

健康局 保健所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（２月分）
15,649

健康局 保健所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(平成29年3月13日請求分)
3,350

健康局 保健所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（審査給付：平成29年2月分）の支出について
25,833

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１０月分）
560

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１０月分）
60,292

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（保健衛生検査所　2月分）の支出について
11,523

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 一般業務用　保健所コピー代（放射線技術検査所　2月分）の支出について
14,569

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成２８年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について(2月分)
339,245

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１０月分）
504

健康局 保健所管理課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害保健福祉事業の実施に係る案内通知の封入封緘業務委託料の支出について（概算）
54,228

健康局 保健所管理課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用「様式第３１号　診断書　外３点　印刷」にかかる経費の支出について
256,354

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理）市内出張交通費の支出について（２月分）
4,876

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　保健所コピー代（平成29年2月分）の支出について
140,041

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 保健栄養指導事業用「喫食者指導教室（よりよい給食に向けての研修会）」講師報償金の支出について
12,340

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 先天性代謝異常等検査業務における委託料の支出について（平成26年度契約済みの長期継続契約分）（平成29年2月分）
2,283,179

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
3,860

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 第４６回大気汚染公害認定研究会出席に伴う其他委員等旅費の支出について
680

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
8,820

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（３月分）
46,600

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について２月支払い分（再支出分）
169,250

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（３月分）
11,830,500

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（３月分）
3,602,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（３月分）
575,860

健康局 保健所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（３月支払分）
6,347,400

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（保衛検）市内出張交通費の支出について（２月分）
42,520

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（医師）市内出張交通費の支出について（２月分）
26,134

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（放技検）市内出張交通費の支出について（２月分）
94,261

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（２月分）
57,271

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 保健所管理運営用　保健所（管理医師）市内出張交通費の支出について（１月分）
55,478

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　ワイヤレスマイク買入にかかる経費の支出について
27,540

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所２月分）
2,473

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所２月分）
40,033

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所２月分）
600

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　保健所清掃業務委託にかかる経費の支出について
307,800

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度　施設管理用　保健衛生検査所定期清掃業務委託料の支出について
64,800

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健栄養指導事業費（市内出張交通費）平成２９年２月分の支出について
40,381

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
164

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
174

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
2,108

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
1,001

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
246

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
12,422
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健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
164

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
403

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
348

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
78

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
62,071

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成29年3月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（平成29年３月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 大阪市保健所レセプト点検業務委託業者選定会議（第２回）に係る報償金及び交通費の支出について
41,454

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
803

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
246

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
778

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（２月分）
9,240

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
492

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
450

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（２月分）
540,185

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（平成２９年２月分）
82

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（３月支払分）
76,163,000

健康局 保健所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（３月支払決定分）
230,218,177

健康局 保健医療対策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年１１月分）
86,979

健康局 保健医療対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
1,440

健康局 保健医療対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２８年１２月分）
74,804

健康局 保健医療対策課 平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,109

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム運営事業用市内出張交通費（平成２９年２月分）の支出について
1,632

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用平成29年２月分市内出張交通費の支出について
2,280

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等の借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
62,203

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等の借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
311,477

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用端末機器等の借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
10,977

健康局 保健医療対策課 平成29年03月23日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム用サーバー機器等の借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成２９年２月分）
54,967

健康局 保健医療対策課 平成29年03月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 保健衛生にかかる各種申請、届出等の受付処理等業務委託料の受入超過額にかかる返還金の支出について
12,800

健康局 保健医療対策課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 備品購入費　機械器具費 厚生統計調査事業用シュレッダーの買入にかかる経費の支出について
302,400

健康局 保健医療対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
2,880

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
57,658

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療指導事業用市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
66,812

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
3,034

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
2,376

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(平成２９年２月分)
1,256

健康局 保健医療対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可等事業用後納郵便料金の支出について（平成29年2月分）
6,134

健康局 感染症対策課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
172,854

健康局 感染症対策課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（１月分）
257,898

健康局 感染症対策課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期分・№１２変更）
3,710

健康局 感染症対策課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期分・№１１変更）
6,453

健康局 感染症対策課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№４８変更）
61,548

健康局 感染症対策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（１月分）
7,714

健康局 感染症対策課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＣＶ核酸増幅検査業務委託（単価契約）その２　委託料の支出について（１月分）
5,400

健康局 感染症対策課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 新型インフルエンザ対策事業用　咽頭ぬぐい棒　外３点買入経費の支出について
34,776

健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成２８年度ハンセン病問題講演会実施に係る阿倍野区民センター舞台音響技術業務委託に係る委託料の支出について
34,560

健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「キャピリアＴＢ－Ｎｅｏ」の購入にかかる経費の支出について
24,840
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健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＣＣ－Ｅ”ニチビ－”外１点」の購入にかかる経費の支出について
71,020

健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１２月分）組戻分
4,845

健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№５～６）
7,743

健康局 感染症対策課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成29年1月分）
805,914

健康局 感染症対策課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
276,301

健康局 感染症対策課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（２月分）
8,960

健康局 感染症対策課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.331）
10,236

健康局 感染症対策課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（１月分）
89,644

健康局 感染症対策課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器の長期借入及び同経費の支出について（２月分）
41,040

健康局 感染症対策課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（２月分）
21,060

健康局 感染症対策課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借料（再リース分）の支出について（２月分）
516

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
1,280

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
25,304

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
10,808

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 結核対策事業用　市内出張交通費等の経費の支出について（１１月分）
33,079

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　船車修繕料 なにわ800す5191　自動車定期点検整備（法定6か月点検）の実施及び同所要経費の支出について
10,260

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1157）
28,149

健康局 感染症対策課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 接触者健診用　結核菌インターフェロンγ測定（ＱＦＴ）機器借入経費の支出について（平成29年2月分）
17,280

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
42,792

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（１月分）
219,513

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（１月分）
42,000

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.651）
11,089

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成28年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成29年2月分）
72,025

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（3月概算分）後期高齢
8,735

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（3月概算分）国保一般
49,688

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（3月概算分）国保一般
197,590

健康局 感染症対策課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（3月概算分）後期高齢
127,139

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度ハンセン病問題講演会実施における阿倍野区民センター会場使用料の支出について
78,840

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度大阪市医療機関講習会にかかる講師謝礼の支出について（２月２３日・３月１日開催分）
15,620

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用感染症予防関係法令例規集追録（673-676）の買入経費の支出について
9,820

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　印刷製本費 平成２８年度「ＨＩＶ検査結果」の印刷及び同経費の支出について
44,550

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ高速道路使用料の支出について（１月分）
3,880

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度大阪市医療機関講習会開催にかかる会場使用料の支出について（エルおおさか：平成２９年２月２３日使用分）
27,120

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（４月上旬事業開始分・№４変更）
55,256

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種委託料にかかるパンチデータ作成等業務委託（概算契約）（9月～3月分）の支出について（２月入力分）
1,511,032

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成28年度予防接種台帳管理システム保守業務の業務委託料の支出について（２月分）
130,680

健康局 感染症対策課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 予防接種台帳管理システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（平成２９年２月分）
56,376

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（平成２９年２月分）
41,260

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「ＢＢＬＭＧＩＴ抗酸菌システム」の購入にかかる経費の支出について（平成29年2月20日発注分）
17,560

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（2月分）
38,896

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（2月分）国保一般
18,612

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（2月分）
6,914

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（2月分）後期高齢
22,278

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（2月分）後期高齢
3,102

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（2月分）国保一般
2,444

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 備品購入費　機械器具費 感染症予防対策事業用「患者収容バッグ一式」買入経費の支出について
116,640

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（3月概算分）
5,375,774
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健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月追給分）
380,753

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（２月追給分）
3,685,250

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（3月概算分）
558,223

健康局 感染症対策課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料（１１・１２月戻入分）の支出について
831,687

健康局 感染症対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 平成28年度大阪市結核解析評価検討会議事録作成業務にかかる経費の支出について（2月22日開催分）
26,568

健康局 感染症対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.959）
15,354

健康局 感染症対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1320）
3,412

健康局 感染症対策課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度喀痰検体等搬送業務委託にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
10,368

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第４回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
130,024

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第４回大阪市結核対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
3,440

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核管理健診等用「結核患者登録票 外３点」の印刷及び同経費の支出について
75,708

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 結核管理健診等用「結核患者登録票 外３点」の印刷及び同経費の支出について
147,744

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 防疫関係事業用　感染症物質輸送容器外１点の買入経費の支出について
36,126

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　真空採血管「ﾊﾞｷｭﾃｲﾅ SST」買入れにかかる所要経費の支出について（２月２２日発注分）
13,392

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（２月分）
20,482

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（１月分）
876,603

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜日ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（２月分）
334,028

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№３６変更）
59,774

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№３５変更）
41,220

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（２月分）
13,338

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 感染性産業廃棄物処分業務にかかる経費の支出について（２月分）
23,598

健康局 感染症対策課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（１月分）
404,756,911

健康局 感染症対策課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＣＶ核酸増幅検査にかかる検体搬送業務委託（単価契約）　委託料の支出について（２月分）
4,320

健康局 感染症対策課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（NO.1009）
14,501

健康局 感染症対策課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（2月分）
1,355

健康局 感染症対策課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（2月分）
10,140

健康局 感染症対策課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（2月分）
11,385

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 肝炎ウイルス検査事業用　オーソＨＣＶ　Ａｂ　ＰＡテストⅡ買入れに係る所要経費の支出について（３月３日発注分）
151,200

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 風しん抗体検査事業用　風しんウイルスR-HI抗体検査キット買入れに係る所要経費の支出について（３月３日発注分）
55,080

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務の実施にかかる経費の支出について（2月1、16、23日）
36,000

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
52,793

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
29,328

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（２月分）
841,967

健康局 感染症対策課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（２月分）
6,161,724

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
14,904

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
11,578

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
32,648

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核接触者健診事業用　バイオハザード対策用安全キャビネット保守点検業務委託料の支出について
303,480

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
27,518

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
20,498

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（２月分）
69,480

健康局 感染症対策課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 感染症対策事業用等「テープのり（詰め替え用テープ）外30点」の買入にかかる経費の支出について
3,813

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 医学研究用書籍「感染対策40の鉄則」外7点買入経費の支出について
14,904

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 備品購入費　図書購入費 医学研究用書籍「感染対策40の鉄則」外7点買入経費の支出について
32,832

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 第６回大阪市エイズ対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
81,265

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成２８年度コホート検討会参画医師への報償金の支出について（６回目）
11,360

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 第６回大阪市エイズ対策評価委員会にかかる委員報酬の支出について
3,160
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健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
22,049

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
1,128

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）旭町郵便局分
2,750

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
1,200

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
205

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
35,178

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
3,656

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 感染症対策事業に係る携帯電話使用料等の支出について（２月分）
4,040

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
14,514

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
10,768

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
19,596

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
330,010

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（２月分）
435,396

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成28 年度感染症患者発生情報収集業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（第３四半期分及び第２四半期精算分）
1,946,544

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核定期病状調査事業用委託料の支出について（２月分）
33,000

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成２８年度ＨＩＶ等検査業務委託の実施及び同経費の支出について（２月分）
212,058

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核管理健診・接触者健診事業用委託料の支出について（２月分）
34,527

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（下半期分・№１変更）
8,228

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　補助金 平成２８年度結核定期健康診断補助金の経費支出について（上半期分・№１変更）
6,292

健康局 感染症対策課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（２月分）阿倍野支店分
287,574

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 外国人滞在施設経営事業にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
14,636

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（１月分）について
33,108

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 食品衛生監視課　食品衛生監視用公用車12ヶ月点検にかかる経費の支出について
13,554

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用「リサイクルインクカートリッジ」買入に係る経費の支出について
10,152

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事務用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生１月分）
5,620

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 環境衛生監視課環境衛生監視用「なにわ 300 み 1229」号車自動車定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
37,206

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（２月分）
37,397

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 環境衛生監視課環境衛生監視用「なにわ３００み１２２９」自動車定期点検整備（継続検査）追加整備にかかる経費の支出について
14,958

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
15,232

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 環境衛生監視課　環境衛生監視用公用車12ヶ月点検にかかる経費の支出について
13,554

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 食品衛生監視課食品衛生監視用「なにわ 300 や 5580」号車自動車定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
34,506

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 外国人滞在施設経営事業にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
18,072

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（２月分）について
34,571

健康局 環境衛生監視課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（２月分）
120,690

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（１２月分）
6,399

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
1,100

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
25,830

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
25,070

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１そ２１４７」継続検査に伴う法定費用の支出について
8,200

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 公課費　公課費 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ３００み１２３０」継続検査に伴う法定費用の支出について
24,600

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（１２月分）
16,372

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用「なにわ４１つ５１９」の継続検査による経費の支出について
55,080

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便料の支出について（Ｈ２９．１月分）
20,360

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１２月分）
53,814

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（１月分）
44,888
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健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（１月分）
14,358

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）２月分の支出について
1,540

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 北部生活衛生監視事務所事業用車「なにわ４１つ５１９」継続検査にかかる追加整備経費の支出について
10,908

健康局
北部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便の支出について（Ｈ２９．２月分）
23,688

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成２８年度１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
8,745

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月03日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 平成２８年度１月分（西部生活衛生監視事務所事業用）揮発油代金の支出について
9,749

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月09日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ５８ゆ７２１９」定期点検整備（１２カ月法定点検）追加整備にかかる経費の支出について
13,370

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成２８年度１月分）
11,870

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 西部生活衛生監視事務所監視業務用公用車「なにわ４１そ２１４８」定期点検整備（継続検査）にかかる経費の支出について
72,090

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成２８年度生活衛生監視事務所事業用合皮手袋外３点の購入にかかる経費の支出について（西部生活衛生監視事務所外２事務所所管）
11,426

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)２月分の支出について
816

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所所管)２月分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成２８年度２月分）
15,060

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月29日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 平成２８年度２月分（西部生活衛生監視事務所事業用）コピー代金の支出について
8,580

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 平成２８年度西部生活衛生監視事務所事業用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（２月発送分）
484

健康局
西部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 平成２８年度西部生活衛生監視事務所事業用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（２月発送分）
7,852

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月01日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（１月分）
17,442

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ480え2340）の車検の実施及び同経費の支出について
39,096

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月08日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（１月分）
18,255

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出（１月分）並びに同経費にかかる追加支出決議について
53,818

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月16日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 東部生活衛生監視事務所管理運営用公用車（なにわ41た8101）の法定１２か月点検の実施及び同経費の支出について
14,590

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月22日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
200

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
970

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月22日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（２月分）
864

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（２月分）
18,569

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
10,305

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（２月分）
64,122

健康局
東部生活衛生監視事務
所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（２月分）
21,944

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月08日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（１月分）
7,796

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用経費の支出について（３月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南東部生活衛生監視事務所運営用「なにわ　４１　た　７９６５」の自動車定期整備（法定１２ヵ月点検）費用の支出について
14,688

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
26,653

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（２月分）
8,097

健康局
南東部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便料の支出について（２月分）
9,568

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　備品修繕料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金２月分の支出について
1,020

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金２月分の支出について
400

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金２月分の支出について
1,080

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 生活衛生監視事務所事業用市内出張交通費２月分の支出について
13,080

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（２月分）
9,507

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（２月分）
5,861

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　船車修繕料 南西部生活衛生監視事業用「なにわ41そ2145」の継続検査点検基本整備にかかる経費の支出について
42,822

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（２月分）
3,346

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 監視事務所事業用　後納郵便料の支出について（２月分）（更新案内用）
5,096

健康局
南西部生活衛生監視事
務所

平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（２月分）
1,784

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月01日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　平成28年度第２回環境測定分析統一精度管理　東海・近畿・北陸支部ブロック会議の出席に係る旅費の支出について
16,840

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ディスポーザブルメンブレンフィルターユニット外２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
362,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣ用ジョイント外12点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
145,216



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　温度一元管理測定器　買入にかかる経費の支出について
658,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 組織変更用　キーボックス外５点　買入にかかる経費の支出について
48,794

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１５ｍＬプラスチック遠沈管外７点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　１月分）
611,182

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　サルモネラ免疫血清外１９点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
219,736

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＧＳ－２５ガラス濾紙　買入にかかる経費の支出について
31,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　保冷・保湿剤外57点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　12月分）
1,151,658

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＰＬ２００５農薬ＧＣ／ＭＳＭｉｘⅠ外６点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
236,865

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月03日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　電気（関西電力）料金の支出について(1月分)
1,964,539

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月06日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　直結給水ブースタポンプ保守点検業務委託の実施及び同経費の支出について
64,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月07日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 研究検査用　７階　蒸留水製造装置　修繕にかかる経費の支出について
69,444

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ジェネティックアナライザー外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
608,860

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ウルトラニトリル手袋外１６点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　１月分）
215,524

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素外５点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
78,516

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　ＩＣＰ質量分析計保守点検業務委託にかかる経費の支出について
549,072

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月08日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 備品購入費　機械器具費 庁舎管理用　４階空調設備　買入にかかる経費の支出について
172,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月09日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　環境科学研究所共用理化学棟雨漏り　修繕に係る経費の支出について
378,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　サンプリングチューブ　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
12,744

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　固相抽出カラム外４点　買入にかかる経費の支出について
256,780

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　固定電話【KDDI】料金の支払いについて（１月分）
1,728

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　固定電話【KDDI】料金の支払いについて（１月分）
2,116

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　固定電話【KDDI】料金の支払いについて（１月分）
10

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　固定電話【KDDI】料金の支払いについて（１月分）
270

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　pHメーター保守点検業務委託にかかる経費の支出について
46,656

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　電子天秤保守点検業務委託にかかる経費の支出について
396,206

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　電子天秤保守点検業務委託にかかる経費の支出について
86,068

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月10日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　pHメーター保守点検業務委託にかかる経費の支出について
46,656

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
720

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
15,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 小口支払い基金繰り戻し（２月繰り戻し手続き分）の支出について
500

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　ICP発光分析計保守点検業務委託にかかる経費の支出について
158,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　ポリ塩化ビフェニル廃棄物　処理業務委託にかかる経費の支出について
362,880

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月13日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　ICP発光分析計保守点検業務委託にかかる経費の支出について
158,760

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 研究検査用　第51回日本水環境学会の出席に係る旅費の支出について
38,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　水道（大阪市水道局）料金の支出について(２月分)
286,837

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月14日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　水銀分析装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について
475,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＩｎｅｒｔＥＩ外２２点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
958,284

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　排気装置付き簡易クリーンブース外１点　買入にかかる経費の支出について
187,920

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　デゾキシコレート培地　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
8,424

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガス　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
4,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　滅菌済みＴＣフィルター外10点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
96,789

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　電線コネクター外６点　買入にかかる経費の支出について
72,900

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　メンブレンフィルター外62点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　12月分）
2,253,172

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月15日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　分離型温湿度センサ外１点　買入にかかる経費の支出について
37,692

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　ガス（大阪ガス）料金の支出について(２月分)　一般契約
61,332

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　ガス（大阪ガス）料金の支出について(２月分)　小型空調契約
409,864

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　高速液体クロマトグラフ質量分析計改修業務委託にかかる経費の支出について
19,980,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月16日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 高圧蒸気滅菌装置保守点検業務委託にかかる経費の支出について
89,640



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　複写機イメージドラム　買入にかかる経費の支出について
218,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　リコプサミン　買入にかかる経費の支出について
111,780

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１０ｍｌ共栓付試験管　買入にかかる経費の支出について
64,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　窒素ガス　買入にかかる経費の支出について（単価契約　３月分）
4,320

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約２月分）
389

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約２月分）
1,944

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約２月分）
583

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 管理用　平成28年度白衣等洗濯手数料の支出について（単価契約２月分）
194

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月21日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 庁舎管理用　２枚引違い保管庫外１点　買入にかかる経費の支出について
355,104

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（２月分）
2,660

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（２月分）
26,404

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（２月分）
5,560

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（２月分）
560

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　普通旅費 管理用　市内出張交通費に係る経費の支出について（２月分）
3,630

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月23日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　郵便切手購入経費の支出について
15,804

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 管理用　コピー代金　にかかる経費の支出について（２月分）
30,377

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１５ｍＬプラスチック遠沈管外２１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
722,589

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 組織変更用　プリンタースタンド　買入にかかる経費の支出について
40,435

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　燃料費 小口支払基金繰り戻し（３月繰り戻し手続分）
14,950

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　備品修繕料 研究検査用　７階　ガスクロマトグラフ分析計－７　修繕にかかる経費の支出について
74,952

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月24日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　手数料 研究検査用　平成28年度食品衛生検査施設における外部精度管理調査経費（手数料）の支出について
151,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 組織変更用　トナー　外８点　買入にかかる経費の支出について
888,931

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　図書室文献検索のインターネットプロバイダー使用にかかる経費の支出について(２月分)
2,127

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ＥＴＣ高速道路使用にかかる経費の支出について(１月分)
8,790

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 備品購入費　機械器具費 研究検査用　液体クロマトグラフ分析装置　買入にかかる経費の支出について
7,992,000

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月27日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 備品購入費　機械器具費 研究検査用　細菌検査用システム生物顕微鏡　買入にかかる経費の支出について
1,197,288

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析装置外１点保守点検業務委託にかかる経費の支出について
430,380

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月29日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析装置外１点保守点検業務委託にかかる経費の支出について
287,820

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素用ホース　買入にかかる経費の支出について
17,280

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 組織変更用　公印　買入にかかる経費の支出について
26,541

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　ＨＰＬＣジョイント外19点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
507,978

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素外１点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　３月分）
20,520

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素　買入にかかる経費の支出について（単価契約　３月分）
6,480

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１．５ｍｌマイクロチューブ外41点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　２月分）
937,634

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　１０ＰＣボトル（Ｂ）クミ　買入にかかる経費の支出について
72,576

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 研究検査用　液体窒素外４点　買入にかかる経費の支出について（単価契約　３月分）
77,652

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　印刷製本費 研究検査用　環境科学研究所広報紙「健康・環境・サイエンス」リーフレット印刷　にかかる経費の支出について
115,992

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　電気（関西電力）料金の支出について(２月分)
2,012,253

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 管理用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について(２月分)
10,260

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　安全キャビネット点検業務委託にかかる経費の支出について
562,680

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　一般廃棄物搬出処理業務委託にかかる経費の支出について(単価契約２月分）
6,885

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　産業廃棄物処理業務委託にかかる経費の支出について(単価契約２月分）
23,220

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 研究検査用　高圧蒸気滅菌装置保守点検業務（その２）委託にかかる経費の支出について
354,240

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　常駐警備業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について（2月分）
569,070

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 委託料　委託料 庁舎管理用　庁舎清掃業務委託（その３）長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
475,200

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　庁内情報用プリンタ長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
12,178

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析計-５　装置一式長期借入（再リース）その３にかかる経費の支出について（２月分）
25,563
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健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境科学研究所）一式　長期継続にかかる経費の支出について（２月分）
44,086

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　ガスクロマトグラフ質量分析計－４　装置一式借入(長期継続)にかかる経費の支出について（２月分）
326,160

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高速液体クロマトグラフ質量分析計―２　装置長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
37,476

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式借入（再リース）の実施及び経費の支出について（２月分）
51,948

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 管理用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
102,848

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 使用料及賃借料　使用料 研究検査用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計－２　装置一式長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
117,136

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　消耗品費 組織変更用　ゴム印　買入にかかる経費の支出について
72,829

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　排気ガス洗浄装置（11号機）排気ファン用モーター等修繕にかかる経費の支出について
145,800

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 研究検査用　緊急対応用携帯電話（微生物保健Ｇ）使用にかかる経費の支出について　　(２月分)
578

健康局 環境科学研究所管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　インターネット回線使用にかかる経費の支出について(２月分)
5,367

人事室 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
10,372

人事室 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
94,448

人事室 総務課 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（１月分）
142,449

人事室 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
68,261

人事室 総務課 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター１月分）
10,260

人事室 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
392

人事室 総務課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,593

人事室 総務課 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（２月分）
2,455

人事室 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
10,372

人事室 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成26年度庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
142,449

人事室 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
94,448

人事室 総務課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
27,390

人事室 人事課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（１月分）
2,005

人事室 人事課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成28年12月実施分）
112,428

人事室 人事課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員放射線被曝線量測定業務委託(概算契約)の実施にかかる経費の支出について(平成29年1月分)
46,699

人事室 人事課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　平成28年度産業医研修会への参加にかかる受講料の支出について
2,000

人事室 人事課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　リサイクルトナー（リターン方式）の購入経費の支出について
18,792

人事室 人事課 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度職員破傷風予防接種業務委託(概算契約)の実施にかかる経費の支出について
4,762,022

人事室 人事課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度職員定期健康診断等業務委託Ｂ（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（特定業務従事者健康診断・平成29年１月分）
3,980,340

人事室 人事課 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成28年度ストレスチェック業務委託の実施にかかる経費の支出について
5,772,600

人事室 人事課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成29年２月開催分）
217,197

人事室 人事課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会委員にかかる報酬等の支出について（平成29年２月開催分）
1,710

人事室 人事課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（平成29年２月分）
1,362

人事室 人事課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（２月分）
8,500

人事室 人事課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（３月分）
233,673

人事室 人事課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員衛生管理用　「労働安全衛生法令違反相談事例集（追録）」の購入にかかる経費の支出について
14,688

人事室 人事課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　職員健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置長期借入にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
55,706

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 厚生一般事務用　市内等出張交通費の支出について（２月分）
10,462

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　特別旅費 職員衛生管理用　第８９回日本産業衛生学会にかかる管外出張旅費の支出について
57,440

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（２月分）
1,448

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員貸与被服事業用　作業帽Ｂほか1点買入にかかる経費の支出について
199,670

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員貸与被服事業用　安全短靴（踏み抜き防止板有）買入の実施及び同経費の支出について
330,480

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　被服費 平成28年度職員貸与被服事業用　安全半長靴（踏み抜き防止板有）買入の実施及び同経費の支出について
247,860

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事事務用　外部通報窓口専用ＦＡＸにかかる経費の支出について（平成29年３月請求分）
2,702

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　職員放射線被曝線量測定業務委託(概算契約)の実施にかかる経費の支出について(平成28年度)２月分
46,699

人事室 人事課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　雇入れ時健康診断等業務委託料の支出について（平成29年1月実施分）
125,431

人事室 給与課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍購入にかかる経費の支出について（地方自治小六法　平成29年版）
4,104
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人事室 給与課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　トナーの購入経費の支出について
71,604

人事室 給与課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍買入の実施にかかる経費の支出について（労政時報　平成28年４月～平成29年３月分）
82,080

人事室 給与課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 給与事務用　書籍買入の実施にかかる経費の支出について（人事院月報ほか１件　平成28年４月～平成29年３月分）
15,300

人事室 管理課 平成29年03月01日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　阿倍野スポーツセンターとの共用部分の清掃にかかる経費の支出について（10月～12月分）
64,916

人事室 管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
12,816

人事室 管理課 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用コピー代の支出について（１月分）
95,403

人事室 管理課 平成29年03月03日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報償費　報償金 給与戻入金請求事件にかかる意見書取得経費の支出について
108,000

人事室 管理課 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（３月７日支払分）
285,000

人事室 管理課 平成29年03月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 報酬　其他委員等報酬 平成２９年２月分臨時職員等の報酬等の支給について（別途追給分）
32,664

人事室 管理課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　トナーカートリッジの買入にかかる経費の支出について
26,730

人事室 管理課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　ステープラ針ほか15点買入にかかる経費の支出について
108,334

人事室 管理課 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（１月分）
696,684

人事室 管理課 平成29年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　水道料金の支出について（10月～12月分）
102,937

人事室 管理課 平成29年03月15日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　大阪市消防職員特別救慰金等支給条例に基づく見舞金の支給について
586,500

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務センター機械警備業務の委託にかかる経費の支出について（継続）（２月分）
21,600

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 大阪市総務事務センター清掃業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
26,370

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
23,652

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市人事室eLTAX用パソコン長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
6,966

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器（大阪市総務事務センター）　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
114,576

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用ファクシミリ長期借入経費の支出について（２月分）
7,884

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムオンラインタイムレコーダ再リース延長の実施にかかる経費の支出について（平成28年度）
131,414

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器WindowsOSソフトウェアサポート加入に係る長期借入の経費の支出について（２月分）
121,932

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムＩＣカード発行機一式 継続借入の実施にかかる経費の支出について（２月分）
33,804

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務センター用ファイルサーバ等長期借入経費の支出について（２月分）
23,544

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入経費の支出について（２月分）
871,452

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 臨時職員システムサーバ機器等一式（その２）　長期借入経費の支出について（２月分）
418,338

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 平成２９年３月払　退職手当の支出について（１０１）
122,380,648

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　退職手当 平成２９年３月払　退職手当の支出について（２１０）
22,418,613

人事室 管理課 平成29年03月16日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入経費の支出について（２月分）
7,884

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,722,442

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
10,485,069

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
557,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,917,568

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
523,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
858,019

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,690

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
319,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
103,876

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 平成２９年３月　給与の支給について
4,176,885

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
12,015,522

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
15,210,868

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
15,426,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
22,506,530

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
14,573,156

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
38,761,914

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
29,002,796

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
26,385,031
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
11,499,948

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
258,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
509,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
702,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,415,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,152,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
522,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
509,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
473,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
788,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,098,356

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,707,376

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,600,490

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,641,873

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,823,637

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,742,951

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,379,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,160,158

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,486,099

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
32,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
38,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
208,856

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,549,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
619,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
380,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
964,801

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
608,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
594,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,166,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
958,550

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,037,845

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,167,011

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
417,646

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,380,309
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,098,353

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,245,988

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,453,278

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
221,254

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,804,594

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,874,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
288,940

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
888,291

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
538,580

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
222,230

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
409,940

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
171,290

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
412,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
146,860

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
64,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
213,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
345,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
548,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
152,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
223,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
567,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
352,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
937,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
562,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
409,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,168,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
162,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,017

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,825,029

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,271

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,840

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,486,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
171,124

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
33,834

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
640

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　建物修繕料 総務事務管理業務用　物品庫扉及びトイレ扉の修繕経費の支出について
97,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
75,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
8,093,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（２月分）
1,699,812

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム端末機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
2,894,940

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,138,262

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
65,961

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
459,288

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
596,891

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,978

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
201,983
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
25,180

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,048

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,418,119

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,780

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,224,587

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
780,834

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
743,244

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,203

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
53,708

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,530

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
565,239

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
61,210,060

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,893,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,828,281

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,314,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,865,259

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
812,115

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
878,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
781,396

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,163,724

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
61,340

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民活動推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
738

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,521,616

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
304,580

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民安全推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
169,294

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,425,221

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
291,590

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420,124

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 男女共同参画費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
244,382

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
35,781,673

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
40,156,531

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
34,342,909

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
47,627,546

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
38,946,511

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
43,291,539

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
70,548,620

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
33,751,202

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
41,492,033

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
41,291,367

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
42,357,099

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
37,214,237

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
59,767,971

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
64,014,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
41,031,808

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
65,042,158

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
44,126,092

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
53,155,683
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
116,668,447

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
42,375,411

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
53,878,683

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
61,616,102

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
82,213,077

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
40,369,074

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,181,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,109,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,103,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,460,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,140,640

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,527,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,239,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,214,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,287,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,181,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,282,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,011,080

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,573,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,631,188

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,534,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,266,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,321,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,564,827

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,001,765

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,772,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,503,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,886,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,151,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,232,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,939,938

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,984,374

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
14,063,129

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,258,857

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,614,585

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,311,671

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,145,484

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,426,365

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,169,192

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,884,744

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
19,914,038

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,140,666

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,337,230

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,997,853

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,713,477

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,014,646

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,229,914
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,488,471

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,257,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,093,558

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,105,302

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,158,550

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,228,162

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,570,981

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
224,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
44,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
880,650

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
524,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
661,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
809,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
866,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,008,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
723,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
666,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
738,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
809,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,339,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
595,650

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
795,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,819,185

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,652,245

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,112,416

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,720,608

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,099,869

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,929,841

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,336,836

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
96,275

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,830,652

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,420,286

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,975,082
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,975,908

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,015,321

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,854,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,431,202

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,499,337

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,827,103

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,721,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,050,792

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,707,508

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,738,379

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,588,830

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,715,131

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,765,416

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,259,674

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
413,194

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,802,854

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
882,218

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,955,937

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
518,469

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
246,303

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
162,729

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
472,654

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
869,733

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
419,605

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
809,063

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
503,480

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
211,436

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
787,454

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
354,316

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,051,139

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
281,860

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
373,660

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
733,315

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,021,263

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
685,392

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
612,048

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
431,536

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
296,125

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,080

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
790

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,060

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
640
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,260

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
160

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,001,092

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
722,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,259,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,313,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
992,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,502,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
846,559

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
818,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
644,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
740,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
722,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
786,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
477,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
668,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,218,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,506,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
491,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
821,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,218,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,380,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,031,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,616,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,024,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
915,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
68,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
44,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
66,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
17,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２９年３月　給与の支給について
49,435
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,355

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（生野区役所）
15,435

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,739,609

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,958,165

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,130,163

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
13,863,151

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
111,395

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
213,052

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,976

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,612

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
487,836

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,140,777

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,582,847

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,914,424

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
970,079

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
211,630

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
220,734

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,046

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,074

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,103,279

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,954,276

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,019

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
207,081

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
231,314

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
220,652

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
598,477

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,039,694

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
958,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,489,752

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,050

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,373,027

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
914,530

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,382,189

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,702,979

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
973,643

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
930,512

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,156,146

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,720,593

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
451,621

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,719,182

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
904,704

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
922,682
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
415,654

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
966,663

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,533,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,028

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
584,801

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420,147

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
937,829

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,345,725

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,537,030

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,096,853

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
192,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
135,260

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
29,605

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,056

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,018

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,380

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,379

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
99,701

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
292,599

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
137,294

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
46,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
75,665

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
345,521

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
272,445

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
98,686

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
235,898

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
97,236

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
131,060

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,211

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
178,117

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,259

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
292,590

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
229,944

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
269,041

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
170,301

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
94,377

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
122,474

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
102,955

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,638

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,508

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,454

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,181

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
40,582

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,013

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,361

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,144

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
88,875
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,476

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
49,634

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
82,780

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,528

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
37,417

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
117,618

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
72,485

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
64,469

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,206

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,015

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,963

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,072

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,308

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
98,730

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
22,307

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,790

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,180

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,794

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,709

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
109,847

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
28,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
85,197

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
45,615

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,072

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,779

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,269

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
26,399

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
78,283

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
480

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
34,777,001

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,243,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,150,297

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,114,350

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,936,408

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
405,435

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
743,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,210,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
202,595

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
32,253

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
285,080,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,600
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
372,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
183,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
183,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
343,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
183,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
916,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
366,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,280,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
59,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
48,976,289

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
146,560

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
54,960

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,624

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,843,350

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,559,337

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
32,580
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
18,617

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,965

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,045,616

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
19,781

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
40,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
35,182

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
22,398

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
38,461

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,109

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
16,254

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,381

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
16,254

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,981

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,308

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,671

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,762

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
46,329

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,085

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,334

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,532,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（財政局）
4,230

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,458,183

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,607,048

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,277

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
232,963

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
132,430

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
270,973

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,615,254

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,238,108

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,594,101

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,463,561

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,276,413

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,193,688

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
540,971

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
999,023

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
387,645

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,427,455

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
592,073

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,016,370

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
85,578

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
130,049

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
54,730

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
60,431

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,952

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費 市税事務所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,668
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委員
会費

報酬　委員報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
305,554

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
64,137,101

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,192,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,394,827

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,462,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,683,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
626,466

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,523,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
167,001

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,884,620

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

選挙管理委員会委員費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
288,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 給料　特別職給 平成２９年３月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
428,579

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
22,018,293

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
665,785

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,937,310

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
962,350

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
612,971

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
638,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
287,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,342

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
182,789

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,478

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,399,928

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,061,510

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,217,125

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,392,609

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,517,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,078,890

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
553,235

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,619,061

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,198,859

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,151,671

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,007,529

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
536,423

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
938,862

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,309,411

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
35,555,355

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
128,691,041

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,693,985

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
733,856

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,619,133

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,871,133

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,234,952

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,902,590

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,424,123
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
568,505

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,101,387

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,427,443

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
91,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,561,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
985,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
39,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
67,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
106,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
128,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
94,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
52,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
73,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
60,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
81,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
51,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
74,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
254,560

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
328,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
248,247

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
22,600,755

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
89,536

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
266,848

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
237,052

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,046,610

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
222,016

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
251,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
192,112

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
214,064

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
96,064

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
230,304

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
198,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
92,612

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
255,152

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
290,472

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
344,752

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
214,124
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
306,816

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
263,776

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
159,280

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
167,529

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
204,416

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
127,584

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
675,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,041,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,534,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
774,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
14,565,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
724,080

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,190,198

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
618,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,180,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,302,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
470,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
16,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,496,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
547,967

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,004

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
162,153

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
421,464

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,510

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,810

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,254,593

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
641,231

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
34,005

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
15,596

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
221,925

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,877

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
15,836

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,249

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,742

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,916

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,889,832

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
940,223

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,652

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
545,932

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,634,378

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,543

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,826,999

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
205,318

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
20,035

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,230

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,738

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
81,013

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
432

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,680

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
180,354

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,575

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
218,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,127

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,481

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,290

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,270

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,232,779

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
273,156

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 生活困窮者自立支援費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
284,002
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
780

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
103,112,118

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,710,980

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,207,375

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
101,332

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,566

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
380,666

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,759,147

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
779,726

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,087

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,069,913

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,717,065

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,239

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
197,142,826

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,638,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
34,567,551

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
288,156

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,172,650

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,386,396

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,007,201

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,333,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
49,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,009,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
34,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
46,551

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,016,057

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,106

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
9,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
352,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
197,854

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
27,935

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
925,570

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
77,902

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,485,460

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
94,386

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
109,992

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,973

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
218,095

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,631,989

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
218,203

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
576,661

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,117,193

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,180
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,945

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,521

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,115,622

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,418

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
642,581

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
194,739

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,530

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,239,806

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 健康費 環境科学研究所費 環境科学研究所費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
60,962

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
160,545,134

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
150,737,725

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
157,148,034

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,424,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,220,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,065,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,877,667

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
24,980,843

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,617,843

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 平成２９年３月　給与の支給について
848,396

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,648,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,967,876

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,893,825

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
79,433

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,138,205

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,949,070

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,605,948

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
861,666

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
441,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,509,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,477,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,163,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
39,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
476,322

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
414,774

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
252,345

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,483,968

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,935

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
193,119

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
217,290

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
145,522

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
36,324

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,138

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
28,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
552,858

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,680
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
19,930

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
62,930

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,073,821

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,003,304

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,208,410

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,416,436

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
259,776

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,823,096

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,756,953

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,910,672

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
250,545

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
54,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
179,210

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
84,486

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
154,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
66,870

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,730

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
361,383

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
214,609

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
101,451

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
13,390

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,712,428

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,788

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
169,153

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
169,490

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,230

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,969,755

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
437,244

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
465,979

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,100,818

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,173,937

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
48,236,023

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
37,564,517

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
439,518

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
415,197

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,280

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,685,010

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,590

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,142,502

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
172,698

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
685,730

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
117,105

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
615,327,271
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
32,975,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
106,255,541

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,490,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,884,181

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,643,991

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
21,272,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,710,070

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 平成２９年３月　給与の支給について
35,793

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
315,654

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
628,609

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
197,024

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
25,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
143,788

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 環境対策費 環境対策費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
640

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
205,497

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,814,512

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,035,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
235,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
151,640

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
60,060

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
102,855,974

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,431,960

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
18,381,054

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,619,850

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,443,994

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,089,996

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,734,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,332,445

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
370,849

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
39,096

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
210,131

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
198,679

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,680

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,180

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
138,642

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
135,965

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
534,456

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,519

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
144,787

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
807,857

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
131,940
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,675

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
587,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,210

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
108,092,792

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
43,587,489

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
291,755,389

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,418,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,114,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
16,380,905

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
50,896,304

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
18,926,562

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,688,194

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,890,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,225,850

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
896,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,247,005

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,928,290

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,352,840

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
218,264

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,119,845

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,149,847

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
255,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
57,110

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,112,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
888,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,687,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
425,065

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（建設局）
285,608

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
574,631

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
829,683

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
749,782

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
923,285

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,720

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,640

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
382,532

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
194,345

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
191,266

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
385,188

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,060,496

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,763,367

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
228,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,400
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
303,152

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
703,216

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,417

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,126,105

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
229,890

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
80,324

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
104,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
209,151

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
223,864

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,546

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,486

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
206,174

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
30,620

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
16,680

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
48,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,228,087

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
207,152

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,415

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,456,837

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
319,410

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
81,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
417,328

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
52,416

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
316,012

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,304

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
895,365

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
61,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
158,432

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
36,840

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
641,656

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,165,810

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
260,164

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,045,122

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
886,662

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
19,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
178,336

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
46,192

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
150,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,948

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
319,926
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
55,439

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,112

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
204,162

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
126,980

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
258,510

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
42,861

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
283,115

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
500,701

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
177,567

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
505,574

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,043

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,540

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
633,929

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
162,823

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
332,608

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
25,475,259

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
13,499,935

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
486,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,461,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,331,051

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,488,015

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
142,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
299,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,709,349

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
661,048

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
157,966

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
56,712

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
288,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
346,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
7,351,003

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
235,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,294,263

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
219,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,766,336

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
147,240

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
178,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,210,037

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
40,437,087

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,660,600
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,044,707

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
661,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
972,892

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
511,217

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
768,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（都市整備局）
2

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
211,026

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
50,033

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,340

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
489

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,843,459

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
251,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
705,651

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,054,247

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
72,957,337

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,353,850

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,884,710

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,767,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,490,446

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,329,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
9,980

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,183,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
301,632

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
364,235

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
785,302

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,835

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
47,823,306

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,714,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,270,452

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,514,403

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,483,630

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
68,610

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
874,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
403,576

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
125,857

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,840

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,679,278

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
233,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
641,301

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
323,999

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
74,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,170

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
148,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
69,304,293
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,486,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,184,086

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,859,150

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,848,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
476,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,432,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
181,446

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅総務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
560,309

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,489,126

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
193,578

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
266,162

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,976

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,620

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
544

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
37,012,069

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,458,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,434,651

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
543,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,450,539

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
403,027

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
790,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
169,117

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
7,509,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
284,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,343,357

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
304,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
491,791

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
208,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
344,409

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
57,104

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
63,535

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
387,316

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
14,414,126

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
333,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,523,125

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
466,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,244,291

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
167,260

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
366,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
415,557

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 旅費　普通旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
790

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
999,617,762

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
50,981,605

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
175,098,983

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,395,850



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
102,897,068

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,660,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
21,239,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,116,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
723,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
15,749,718

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 平成２９年３月　給与の支給について
978,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
49,793

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（消防局）
164

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
840,520

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
566,224

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,815,933

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
194,255

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
57,648

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
100,540

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,774,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 消防費 消防費 運営費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
282,860

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
726,054

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
14,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 平成２９年３月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
204,469,197

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
6,524,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
32,908,769

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,265,337

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
22,014,743

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,291,272

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 平成２９年３月　給与の支給について
149,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,401,330

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
545

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 災害補償費　災害補償費 平成２９年３月払　公務災害等休業補償費の支給について（教育委員会事務局）
19,048

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,886,412

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,172,009

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
136,890

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
801,671

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
181,551

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,097,467

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
902,039

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
207,679

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,668,834

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
52,673

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,672

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
222,644

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,180

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,964

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,506

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,090

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
46,128
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
122,110

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
221,330

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
70,227,426

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
36,906

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,508

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
352,527

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
776,166

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,767,301

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
200,708

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
189,791

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,512,936

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,450,159

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,586

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
23,502

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
37,390

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,414,891

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,113,501

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,545

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,115

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,340

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
539,326

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
118,101

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,252

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
253,204

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,661,833

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,949,759

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
384,209

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
851,581

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
12,117

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
231,049

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
840

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
656,220

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,000,833

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 保健体育費 学校給食費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,480

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
343,029

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,479

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,605,698

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
784,450

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,926

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
73,231

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
480

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,152,985
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人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
87,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
400,896

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
156,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
192,258

人事室 管理課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
137,522

人事室 管理課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
242,032

人事室 管理課 平成29年03月17日
母子父子寡婦福祉貸付
資金会計

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
金

母子父子寡婦福祉貸付
事務費

旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,322

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,252,180

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
176,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
743,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
76,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
436,982

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
812,898

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,922,302

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,250,958

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,252,550

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,003,847

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,072,706

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,564,639

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,140,754

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,295,591

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,040,648

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
5,421,602

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
6,663,511

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,997,203

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
5,633,810

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
12,853,848

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,887,495

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,488,875

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
5,303,691

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,118,363

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,025,521

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,916,901

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,994,076

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,352,649

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,306,288

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
5,461,035

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
4,405,521

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
85,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
127,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
383,840

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
101,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
72,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
20,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
66,200
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人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
122,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
116,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
166,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
47,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
134,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
140,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
132,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
195,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
155,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
138,622

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
91,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
151,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
98,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
137,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
88,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
186,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
141,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
72,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
515,197

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
547,344

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,201,601

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
551,210

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
508,470

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
561,101

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
605,496

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
526,174

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
559,390

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
540,912

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
488,752

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
740,416

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
509,584

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
526,864

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,115,571

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
523,102

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
918,828

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
836,327

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
905,487

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
591,976

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
839,786

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
957,824

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
485,456

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
728,704

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
915,727

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
148,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,250

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,040,441
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人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,345

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
148,950

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
57,545

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
41,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,854

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
69,340

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,345

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
145,080

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,117

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
24,880

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,805

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
71,245

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
37,575

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
5,236

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
175,640

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
44,225

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
29,308

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,672

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
177,033

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
175,573

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
17,309

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
20,409

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
70,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
51,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
214,818

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
79,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
497,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
26,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
86,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
161,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
105,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000
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人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,097,644

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,711,242

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
64,870

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
12,763,439

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,171,752

人事室 管理課 平成29年03月17日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
538,489

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
24,740,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
1,342,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,310,256

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
228,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
246,231

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
755,430

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
398,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
818,800

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
916,012

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
896,056

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
839,846

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
549,728

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
621,282

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
609,612

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
559,106

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
567,852

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
531,704

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
659,736

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
344,660

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
867,665

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,111,751

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,109,163

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
823,864

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,134,759

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
861,367

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,131,790

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
560,696

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
614,279

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
804,834

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,133,621

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
945,375

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
353,350

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
602,620

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,100

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,800

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
53,700

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,000

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,000



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
40,100

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
20,600

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
40,900

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
60,400

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
20,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
152,896

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
88,869

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
107,408

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
189,325

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
148,736

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
147,392

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
94,707

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
102,528

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
59,824

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
193,296

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
92,579

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
59,200

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
146,752

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
132,652

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
180,080

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
93,552

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
192,720

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
95,664

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
100,608

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
97,376

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
103,552

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
138,569

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
161,288

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
152,672

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
187,888

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
264,893

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
8,900

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
49,900

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
23,330

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
10,181

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,200

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500
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人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
192,400

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
704,841

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
116,912

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
52,294

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
159,520

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,340

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,568,079

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,771,456

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,772,531

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,834,167

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,214,893

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,567,189

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,596,255

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,158,016

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,069,694

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,458,538

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,580,756

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,133,418

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,692,685

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,113,688

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,115,202

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,558,016

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,133,951

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,820,424

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
942,342

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
2,989,520

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
20,607,755

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,697,552

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,487,360

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
1,451,652

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 平成２９年３月　給与の支給について
3,593,139

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
156,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
61,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
33,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
13,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
99,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
78,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
77,287

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
78,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
84,300
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人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
53,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
38,900

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
12,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
25,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
79,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
80,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
20,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
97,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
53,800

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
40,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 平成２９年３月　給与の支給について
946,600

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
438,390

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
283,948

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
256,064

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
252,758

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
161,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
298,064

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
260,676

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
305,072

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
201,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
195,931

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
242,043

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
266,304

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
528,352

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,586,532

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
495,488

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
304,432

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
522,256

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
282,384

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
355,312

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
472,225

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
422,736

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
532,544

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
608,153

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
363,760

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 平成２９年３月　給与の支給について
267,536

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 平成２９年３月　給与の支給について
213,750

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 平成２９年３月　給与の支給について
3,899,441

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
52,165

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
99,380

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
150,120

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
77,330

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
113,870

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
7,140

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
243,170



平成28年度（平成29年3月）　公金支出情報

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

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,309

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
31,100

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
11,320

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
62,200

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 平成２９年３月　給与の支給について
141,740

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
24,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
56,300

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
510,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
27,700

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 平成２９年３月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
181,333

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,726,029

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,145

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,477

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 介護予防事業費 旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,355

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
420,149

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

報酬　其他委員等報酬 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,047,440

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,108

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　費用弁償 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
56,095

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
19,838

人事室 管理課 平成29年03月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意事
業費

旅費　其他委員等旅費 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,798

人事室 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 臨時職員等の社会保険料未控除金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について
1,216

人事室 管理課 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 臨時職員等の社会保険料未控除金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について
500

人事室 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 臨時職員等の社会保険料未控除金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について
1,216

人事室 管理課 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　手数料 臨時職員等の社会保険料未控除金の未収金にかかる支払督促申立所要経費の支出について
500

人事室 管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　受取人払料金の支出について（２月分）
5,028

人事室 管理課 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（２月分）
114,041

人事室 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（２月分）
1,728

人事室 管理課 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（２月分）
15,552

人事室 管理課 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
10,744

人事室 管理課 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（別途追給分）
20

人事室 管理課 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 平成２９年３月分臨時職員等の報酬等の支給について（別途追給分）
6

人事室 管理課 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
94,880
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人事室 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（２月分）
639,599

人事室 管理課 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　平成28年度　職員情報システム改修等業務委託（中期分）の実施にかかる経費の支出について
52,743,852

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
2,834,149

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
49,842,484

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 東京地方裁判所　労働委員会救済命令取消請求事件期日に係る管外出張命令及び経費の支出について
58,480

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　ひかり電話料金の支出について（２月分）
134,210

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
14,796,484

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
311,382,791

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
8,670,425

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
71,276,798

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
17,484,389

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
44,339

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
5,435,591

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
51,924,126

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
51,478,539

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
119,112,677

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
160,997,965

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
27,609,662

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
113,093,566

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路管理費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,628,216

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路工費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
309,864

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁管理費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
752,520

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
189,670

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
580,448

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園工費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
65,403

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,168,897

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 公園事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
2,101,316

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
10,244,828

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,108,589

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
19,095,690

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 大阪港修築費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
12,628,602

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾地帯防災事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
996,273

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
18,698,704

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
9,734,936

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 住環境整備事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,988,960

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 公社住宅事業費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
98,462

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 住宅費 住宅費 民間住宅助成費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
3,778,908

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
279,224,650

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
54,077,861

人事室 管理課 平成29年03月30日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,358,681

人事室 管理課 平成29年03月30日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
1,257,126

人事室 管理課 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
26,143,959

人事室 管理課 平成29年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
6,707,332

人事室 管理課 平成29年03月30日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
4,834,381

人事室 管理課 平成29年03月30日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
206,978

人事室 管理課 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 平成２９年３月払　共済費事業主負担金の支出について
18,136,175

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
537,356
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人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 報酬　其他委員等報酬 平成２９年２月分厚生年金・健康保険料の支出について(事業主負担金端数調整分)
49,714

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（２月分）
49,509,746

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
1,080,146

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
5,196,161

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
33,255

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
2,851,813

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
100,892

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
172,321

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
417,714

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
794,326

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
1,138,686

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
189,849

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
2,515,831

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
179,652

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
70,660

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
170,583

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 住宅費 住宅費 公営住宅建設費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
36,278

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
1,593,210

人事室 管理課 平成29年03月31日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
654,807

人事室 管理課 平成29年03月31日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
915,570

人事室 管理課 平成29年03月31日
後期高齢者医療事業会
計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
33,255

人事室 管理課 平成29年03月31日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　社会保険料 平成２９年２月分厚生年金健康保険料の支出について(再任用職員事業主負担分及び本人負担立替分)
105,811

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
16,000

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(１月分)
443,628

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 人事事務用　平成28年度 特別研修業務委託の経費支出について
1,922,400

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,733

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
6,264

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月09日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
4,474

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成28年度 職員提案制度・はなまる活動表彰制度 市長表彰式における副賞買入にかかる経費の支出について（所属・職場研修支援用）
22,356

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 平成28年度 職員提案制度・はなまる活動表彰制度 市長表彰式における副賞買入にかかる経費の支出について（所属・職場研修支援用）
71,280

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成28年度再任用職員研修にかかる経費の支出について
401,400

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　図書「企業と人材」の購入にかかる経費の支出について
38,880

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成28年度事業担当主事補共通実務研修（２・３月分）に係る講師謝礼金の支出について（完納）技能職員研修用
83,540

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）ガス漏れ警報設備修繕請負にかかる経費の支出について
16,784

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点(あべのフォルサ)害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
67,449

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）ガス漏れ警報設備修繕請負にかかる経費の支出について
6,837

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点(あべのフォルサ)害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
27,482

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）ガス漏れ警報設備修繕請負にかかる経費の支出について
13,821

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点(あべのフォルサ)害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
9,301

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）ガス漏れ警報設備修繕請負にかかる経費の支出について
13,318

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月21日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 一般事務用　阿倍野防災拠点(あべのフォルサ)害虫駆除業務委託にかかる経費の支出について
16,728

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報償費　報償金 平成28年度再任用職員研修経費の支出について（完納）
207,440

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費支出について（2月分）
156,492

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成28年度 政策立案力向上研修に係る経費の支出について
306,180

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　職員人材開発センター蛍光灯１点買入にかかる経費の支出について
10,800

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）照明制御装置等２件修繕請負にかかる経費の支出について
39,637

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）照明制御装置等２件修繕請負にかかる経費の支出について
16,146
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人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）照明制御装置等２件修繕請負にかかる経費の支出について
32,642

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月24日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　建物修繕料 一般事務用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）照明制御装置等２件修繕請負にかかる経費の支出について
31,455

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２９年２月分）にかかる経費の支出について　完成
550,828

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（２月分）にかかる経費の支出について
123,874

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２９年２月分）にかかる経費の支出について　完成
211,025

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（２月分）にかかる経費の支出について
47,757

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２９年２月分）にかかる経費の支出について　完成
459,851

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（２月分）にかかる経費の支出について
86,556

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点昇降機設備保守点検業務委託（２月分）にかかる経費の支出について
86,384

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月27日 一般会計 消防費 消防費 管理費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）中央監視制御設備等保守点検整備業務委託　長期継続（平成２９年２月分）にかかる経費の支出について　完成
468,496

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２９年２月請求分）
46,891

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２９年２月請求分）
5,885

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月28日 一般会計 消防費 消防費 管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　平成２８年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（平成２９年２月請求分）
46,832

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　職員人材開発センター電気料金の支出について(２月分)
449,865

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（２月分）
6,372

人事室 職員人材開発センター 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＰ電話（ひかり）回線使用料の支出について（２月分）
13,137

経済戦略局 総務課 平成29年03月02日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（１月分）
32,358

経済戦略局 総務課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の単価契約支出について（大学１月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大学支援事務用市内出張交通費の支出について（平成２９年１月分）
10,252

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
413,724

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
113,769

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
12,854

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
3,381

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
42,498

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
30,132

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
138,996

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
100,876

経済戦略局 総務課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務用朱液ほか109点の購入経費の支出について
10,470

経済戦略局 総務課 平成29年03月10日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 全国公立大学設置団体協議会職員研修会への出張にかかる旅費の支出について（平成29年2月10日実施分）
18,140

経済戦略局 総務課 平成29年03月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、２月分）の支出について
11,915

経済戦略局 総務課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 委託料　委託料 物品移設にかかる運搬業務委託の経費の支出について
51,840

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,443

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
450

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
5,476

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
216

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,003

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
280

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
387

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
387

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,540

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
188

経済戦略局 総務課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
1,620

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務用「建設物価」概算買入にかかる経費の支出について（下半期分）
19,140

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 平成28年度総務課事務用地方自治関係実例判例集外２点の購入にかかる経費の支出について（第４四半期分）
17,820

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
528,153

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（２月分）
269,246

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
540
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経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（平成29年２月分）
1,080

経済戦略局 総務課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成２８年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（平成29年３月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（１月分）
16,582

経済戦略局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
105,440

経済戦略局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（水道代）にかかる所要経費の支出について（２月分）
6,121

経済戦略局 総務課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（１月分）
4,752

経済戦略局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員（東京公舎（台東区寿））の賃貸借契約にかかる経費の支出について
227,180

経済戦略局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員（東京公舎（台東区寿））の賃貸借契約にかかる仲介手数料の支出について
109,080

経済戦略局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員（東京公舎（文京区湯島））の賃貸借契約にかかる経費の支出について
224,432

経済戦略局 総務課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員（東京公舎（文京区湯島））の賃貸借契約にかかる仲介手数料の支出について
118,800

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
24,660

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 大学支援事務用　特別参与報酬（平成28年12月）の支出について
53,190

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 大学支援事務用　特別参与報酬（平成28年12月）の支出について
59,080

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（２月分）
2,181

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（コピー代）経費の支出について（２月分）
202,393

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（２月分）の支出について
87,574

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
65,592

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟、FAX分）一般事務用電話代の支出について（２月分）
2,766

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（大阪城天守閣学芸員室）一般事務用電話代の支出について（２月分）
1,555

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（２月分）
77,557

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟庁舎FAX借入（再リース）にかかる経費の支出について（２月分）
8,100

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
453,987

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式の長期借用にかかる支出について（2月分）
16,146

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
21,131

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
309,761

経済戦略局 総務課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２５年度経済戦略局点字パソコン等機器一式の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（２月分）
70,394

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成２８年度総務課（計理・調達）業務にかかる市内出張交通費の支出について（２月分）
10,500

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 一般事務用総務課所管業務に係る市内出張等交通費の支出について（２月分）
30,056

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の単価契約支出について（大学２月分）
5,130

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
26,237

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
5,858

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
5,366

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
20,977

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
580

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
2,584

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
1,735

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
71,640

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
3,441

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（２月分）
5,872

経済戦略局 総務課 平成29年03月31日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 未利用地での除草業務委託にかかる立会等に伴う出張旅費の支出について（平成29年３月21日・もと理学部宇宙線研究所［備前市三石］）
4,440

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪歴史博物館ゴンドラ装置整備業務委託にかかる委託料の支出について
8,640,000

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる支出について（１月分）
5,923

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（１月分）
46,116

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立城東屋内プールろ過設備整備業務委託の支出について
3,369,600

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（大阪プール）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第３四半期分）の支出について
4,865,346
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経済戦略局 施設整備課 平成29年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる支出について（１月分）
16,311

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立美術館軟水器設備整備業務委託に係る委託料の支出について
918,000

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 平成28年度　施設整備課業務用　作業用靴下買入にかかる支出について
9,720

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 保守用大阪市中央公会堂空気調和機修繕にかかる修繕料の支出について
1,418,040

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 保守用大阪市立大正スポーツセンター・屋内プール外３ヶ所吸収式冷温水機設備整備業務委託に係る委託料の支出について
1,026,000

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立大正スポーツセンター・屋内プール外３ヶ所吸収式冷温水機設備整備業務委託に係る委託料の支出について
4,045,680

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立大正スポーツセンター・屋内プール外３ヶ所吸収式冷温水機設備整備業務委託に係る委託料の支出について
12,096,000

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 保守用ESCO事業（真田山プール等）省エネルギーサービス業務委託にかかる委託料（第３四半期分）の支出について
1,819,491

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成28年度　学校体育施設開放事業用収納庫－１ほか１点買入にかかる支出について
680,400

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる支出について（２月分）
4,319

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（２月分）
54,936

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 保守用大阪市立美術館空冷ヒートポンプチラー整備業務委託にかかる委託料の支出について
9,720,000

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる支出について（２月分）
9,984

経済戦略局 施設整備課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 保守用大阪市立中央屋内プール直流電源装置用蓄電池買入にかかる買入料の支出について
823,716

経済戦略局 企画課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 企画課所管業務にかかる市内出張交通費等の支出について（平成２９年１月分）
12,040

経済戦略局 企画課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 「平成29年度産業振興・中小企業支援施策の企画推進サポート業務委託」プロポーザル方式における有識者会議に係る経費の支出について（平成29年2月27日開催）
40,416

経済戦略局 企画課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託にかかる支出について（平成29年2月分）
77,760

経済戦略局 企画課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 深夜帰宅にかかるタクシー代の立替払い支出について（平成29年2月15日分）
12,820

経済戦略局 観光課 平成29年03月01日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　平成２８年度都道府県等観光主管部長会議への出席及び観光庁ヒアリングにかかる出張経費の支出について
58,160

経済戦略局 観光課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 浪速区恵美須西３丁目１６番街区用地開発事業者募集プロポーザル事業予定者選定会議（第３回）開催にかかる報償金の支出について（平成29年2月8日開催）
51,499

経済戦略局 観光課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月分）
86,978

経済戦略局 観光課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 観光事業用　市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月分）
1,200

経済戦略局 観光課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（2月分）
11,429

経済戦略局 観光課 平成29年03月13日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（2月分）
7,910

経済戦略局 観光課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光振興事業用　松山市役所及び松山アーバンデザインセンターへの旅費の支出について
22,260

経済戦略局 観光課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　平成28年度　第17回インバウンド旅行振興フォーラム（主催：日本政府観光局（JNTO））にかかる経費の支出について
28,920

経済戦略局 観光課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光案内表示板撤去等業務委託にかかる委託料の支出について
479,520

経済戦略局 観光課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 平成28年度第2回豊臣石垣保存公開検討会議にかかる報償金（交通費）の支出について（平成29年3月2日開催分）
26,820

経済戦略局 観光課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（２月分）の支出について
34,994

経済戦略局 観光課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（２月分）の支出について
15,230

経済戦略局 観光課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（２月分）の支出について
592

経済戦略局 観光課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度発行分「MUSEUM（東京国立博物館研究誌）」ほか２件（大阪城天守閣）の買入ならびに同経費の支出について
3,024

経済戦略局 観光課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（２月分）
19,840

経済戦略局 観光課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報償費　報償金 平成28年度豊臣石垣保存公開検討会議にかかる委員報償金の支出について（平成29年３月２日開催分）
65,012

経済戦略局 観光課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
387

経済戦略局 観光課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（3月分）
7,140

経済戦略局 観光課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
410

経済戦略局 観光課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 観光バス乗降場の利便性向上事業　平成28年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（平成29年2月分）
1,656,322

経済戦略局 文化課 平成29年03月01日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託の実施に係る委託料の支出について（１月分）
3,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月02日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 （仮称）大阪新美術館公募型設計競技審査評価会議にかかる報償金の支出について（平成29年2月2日開催分）
170,776

経済戦略局 文化課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課（博物館・新美術館担当）業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１１月分）
42,329

経済戦略局 文化課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課（博物館・新美術館整備担当）業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１０月分）
47,133

経済戦略局 文化課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 「具体美術協会関係資料　資料整理報告会」広報用チラシ印刷に係る経費の支出について
51,516

経済戦略局 文化課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（虚空旅団）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（青い鳥創業）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（１月分）
1,965

経済戦略局 文化課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月１４日～２月２３日分）
19,362
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経済戦略局 文化課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月１４日～２月２３日分）
902

経済戦略局 文化課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（1月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（株式会社　関西芸術座）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 平成２８年度咲くやこの花賞贈呈式用パンフレット印刷にかかる経費の支出について
75,600

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　文部科学省外２箇所への出張経費の支出について（平成29年１月20日実施分）
29,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　和歌山県立近代美術館への出張経費の支出について（平成29年１月６日実施分）
2,560

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　文化庁 国際シンポジウム「日本の現代美術を支える―未来へ，そしてレガシーへ」への出張経費の支出について（平成29年１月14日実施分）
57,800

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　新美術館の運営手法検討（アーカイブ関係）等にかかる横浜への管外出張経費の支出について（平成29年２月17日実施分）
28,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　内閣府外２箇所への出張経費の支出について（平成29年１月20日～21日実施分）
38,430

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　新美術館の運営手法検討にかかる東京への出張経費の支出について（平成28年12月27日実施分）
59,500

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　公募型設計競技にかかる横浜美術館への出張経費の支出について（平成29年１月21日実施分）
28,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（株式会社ワタナベエンターテインメント）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（空晴）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（猫の会）
40,300

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（みてアート実行委員会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（有限会社　遊機械オフィス）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（あかマルシェ２０１６実行委員会）
100,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事委
員会費

事務費 旅費　普通旅費 文化課（博物館・新美術館整備担当）業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１２月分）
432

経済戦略局 文化課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 （仮称）大阪新美術館 公募型設計競技　第2次審査参加者にかかる報償金の支出について
2,000,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課（博物館・新美術館整備担当）業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１２月分）
31,960

経済戦略局 文化課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 「インダストリアルデザイン・アーカイブズ研究プロジェクト公開ディスカッション」広報用チラシ・ポスター印刷に係る経費の支出について
95,040

経済戦略局 文化課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（一般財団法人おおさか創造千島財団）
2,000,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　作品貸出業務等にかかる東京への出張経費の支出について（平成28年12月26日～27日実施分）
8,810

経済戦略局 文化課 平成29年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について
31,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 一般財団法人地域創造に対する分担金の支出について
24,274,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 大阪市立美術館美術資料等評価にかかる報償金の支出について（２月７日、９日実施分）
35,006

経済戦略局 文化課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館担当用　東京への管外出張経費の支出について（平成２９年２月２３日実施分）
29,040

経済戦略局 文化課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 横浜市地域文化サポート事業「ヨコハマアートサイト」フォーラム出席並びに同経費の支出について（平成２９年２月１６日開催）
28,520

経済戦略局 文化課 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 公募型プロポーザル方式有識者会議開催にかかる報償金の支出について（平成29年２月15日実施分）
72,386

経済戦略局 文化課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　公募型設計競技に関する打合せにかかかる東京および横浜への出張旅費の支出について（平成29年2月21日実施分）
57,280

経済戦略局 文化課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　筆耕翻訳料 （仮称）大阪新美術館　公募型設計競技　第３回審査評価会議の開催にかかる議事録作成業務委託料の支出について（平成29年２月２日開催分）
87,863

経済戦略局 文化課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度クラシック音楽普及促進事業実施業務委託にかかる委託料の支出について（第2回中間払）
4,073,805

経済戦略局 文化課 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 新美術館用　平成28年度寄贈美術品運搬等業務委託に係る経費の支出について
198,344

経済戦略局 文化課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 アートプラットフォーム形成事業　小学校鑑賞授業「みる×つくる ― 創作活動による鑑賞授業」開催に係る報償金の支出について
93,600

経済戦略局 文化課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 地域等における芸術活動促進事業にかかる有識者への意見聴取並びに業務委託プロポーザル選定委員就任依頼並びに同経費の支出について
28,500

経済戦略局 文化課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 平成28年度大阪新美術館建設準備室研究資料用国内雑誌購入経費の支出について（２月分）
11,041

経済戦略局 文化課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度サントリーポスターコレクション作品保管業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
857,112

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 新美術館用　新美術館の運営手法検討（アーカイブ関係）等にかかる東京への出張経費の支出について（平成29年３月10日実施分）
58,340

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～３月９日分）
16,740

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～３月９日分）
645

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　建物修繕料 宇野浩二文学碑ほか１基塗装修繕（その２）にかかる経費の支出について
129,600

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月１日～３月９日分）
1,904

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度東洋陶磁美術振興基金管理施設機械警備業務委託の実施に係る委託料の支出について
3,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 東洋陶磁美術振興基金管理施設不要品廃棄処理等業務委託の実施に係る委託料の支出について
370,440

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度オーケストラ鑑賞会企画運営業務委託にかかる委託料の支出について
6,100,836

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度咲くやこの花賞贈呈式会場使用料の支出について
357,520

経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ドラマティック・カンパニー）
100,000
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経済戦略局 文化課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（一般財団法人　大阪市コミュニティ協会　平野区支部協議会）
200,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課（博物館・新美術館整備担当）業務にかかる市内出張等交通費の支出について（１月分）
36,102

経済戦略局 文化課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　備品修繕料 新美術館建設準備室所蔵作品額縁製作及び修繕等業務委託にかかる経費の支出について
319,896

経済戦略局 文化課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室庁内情報利用パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（2月分）
16,740

経済戦略局 文化課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪新美術館建設準備室収蔵品管理システムサービス提供業務委託にかかる経費の支出について（2月分）
32,400

経済戦略局 文化課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 備品購入費　機械器具費 新美術館建設準備室所蔵作品額縁製作及び修繕等業務委託にかかる経費の支出について
1,896,156

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　朝日新聞・日本経済新聞（平成２８年１０月～平成２８年１２月分）購読にかかる支出について
76,914

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度学校訪問事業（歌舞伎）実施業務委託にかかる委託料の支出について
7,760,880

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪新美術館建設準備室収蔵作品撮影にかかる設営及び展覧会開催にかかる美術品運搬・展示等業務委託に係る経費の支出について
487,080

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪新美術館建設準備室収蔵作品撮影にかかる設営及び展覧会開催にかかる美術品運搬・展示等業務委託に係る経費の支出について
551,759

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（アトリエオガ）
1,643,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（７つの船２０１６実行委員会）
2,000,000

経済戦略局 文化課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 大阪新美術館建設準備室　具体美術協会関係資料整理用　組立式保存箱－１ほか10点の購入にかかる経費の支出について
939,297

経済戦略局 文化課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 大阪市中央公会堂小集会室ロールスクリーンの買入にかかる支出について
246,240

経済戦略局 文化課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　消耗品費 経済戦略局事務参考用　読売新聞（平成２８年１０月～平成２８年１２月分）購読にかかる支出について
36,333

経済戦略局 文化課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 具体美術協会関係資料データベース化有識者会議委員への報償金の支出について（平成29年3月3日開催分）
71,862

経済戦略局 文化課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 大阪新美術館建設準備室美術作品保管業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（2月分）
1,658,880

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館担当用　九州国立博物館への管外出張経費の支出について
31,820

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 博物館担当用　文化庁及び文部科学省への管外出張経費の支出について
29,640

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（１１月分）
34,318

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 東洋陶磁美術振興基金管理施設維持管理用電気使用料の支出について（３月分）
3,966

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
126,089

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成28年度史跡難波宮跡除草業務委託にかかる経費の支出について
4,498,200

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２８年年度泉布観一般公開に伴う警備（人的警備）業務委託にかかる支出命令について
181,440

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成２８年度泉布観一般公開に伴う清掃業務委託にかかる支出命令について
130,680

経済戦略局 文化課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　大阪市芸術活動振興事業助成金交付にかかる補助金の支出について（ＩＲＯＮ∞ＭＡＮ実行委員会）
134,000

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（平成２９年１月分）
20,148

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日、26日実施分）
38,280

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済産業省及び都道府県会館への出張経費の支出について
29,180

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日実施分）
28,500

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日実施分）
57,000

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度　企業立地にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
38,350

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日、26日実施分）
38,010

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済産業省及び国土交通省への出張経費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日実施分）
57,280

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 大阪立地プロモーションセミナーへの出張及び経費の支出について（平成29年１月25日実施分）
58,740

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済産業省への出張経費の支出について
28,840

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月13日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 立地推進担当業務用　深夜帰宅にかかるタクシー代の支出について（立替払分）
14,990

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済産業省及び都道府県会館への出張経費の支出について
29,010

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当（特区）業務用　市内出張等交通費の支出について（平成29年2月分）
11,094

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 立地推進担当用　乾式電子複写機の使用にかかる経費の支出について（２月分）
100,511

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成29年度「企業等誘致・集積推進事業業務委託」事業受託者のプロポーザル選定に係る有識者会議の開催に係る経費の支出について
62,526

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（２月分）
60,471

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（２月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進部立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（平成２９年２月分）
25,724

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度　企業立地にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
29,470

経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 夢洲まちづくり構想検討にかかる法律相談料の支出について（平成２９年２月及び３月分）
64,800
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経済戦略局 立地推進担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度　企業立地にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
38,340

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（平成29年2月分）
6,509

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１月分）
20,172

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（１月分）
2,510

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（２月分）の支出について
36,184

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（３月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金
公募型プロポーザル方式による業務委託契約の受託者選定に係る有識者会議の開催及び経費（平成29年度 大阪イノベーションハブ（ＯＩＨ）シードアクセラレーションプロ
グ 33,306

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成29年度ソフト産業プラザ事業、IoT・RT関連ビジネス創出事業業務委託公募型プロポーザルに係る有識者会議の報償金の支出について（平成29年2月16日開催）
19,208

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成29年度大阪トップランナー育成事業業務委託プロポーザル方式に係る有識者会議にかかる報償金の支出について（平成29年2月16日開催）
20,088

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成28年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（平成29年３月分）
2,743,567

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費
「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用に係る経費の支出について（平成29年２月
分） 5,130

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（平成29年２月分）
165,784

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（２月分）
2,074

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務にかかる市内出張交通費等の支出について（２月分）
16,562

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 事業創出担当所管業務に係る管外出張命令及び同経費の支出について（平成29年3月13日～14日）
38,120

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度大阪市イノベーション創出支援補助金における実地検査（東京医科歯科大学）にかかる管外出張命令及び経費の支出について
28,900

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度大阪市イノベーション創出支援補助金における実地検査（兵庫県立大学）にかかる管外出張命令及び経費の支出について
3,370

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 平成28年度大阪市イノベーション創出支援補助金における実地検査（和歌山大学）にかかる管外出張命令及び経費の支出について
1,660

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 2017年度地域イノベーション・エコシステム形成プログラム公募説明会兼パネルディスカッションにかかる管外出張命令及び経費の支出について
28,830

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 事業創出担当所管業務に係る管外出張命令及び同経費の支出について（平成29年3月13日～14日）
38,120

経済戦略局 イノベーション担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 起業家甲子園にかかる管外出張命令及び経費の支出について
28,900

経済戦略局 国際担当 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度新規展示会誘致助成事業にかかる補助金の支出について
8,230,000

経済戦略局 国際担当 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　建物修繕料 大阪国際交流センター（国際学友会館）ブロック塀その他修繕にかかる修繕費の支出について
208,440

経済戦略局 国際担当 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 「平成29年度ビジネスパートナー都市等交流事業プロポーザル方式に係る有識者会議」における委員報償金の支出について（平成29年2月27日実施）
38,974

経済戦略局 国際担当 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度新規展示会誘致助成事業にかかる補助金の支出について
3,538,000

経済戦略局 国際担当 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成28年度大都市国際事務主管部課長会議の現地視察にかかるバス借上げ業務委託にかかる支出について
29,764

経済戦略局 国際担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員（翻訳・通訳）および国際交流員にかかる市内出張等交通費の支出について（2月分）
5,290

経済戦略局 国際担当 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市姉妹都市交流推進事業補助金交付決定事業にかかる補助金の支出について（大阪－ハンブルク青少年交流事業2016）
232,000

経済戦略局 国際担当 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（平成29年2月分）
62,054

経済戦略局 国際担当 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居にかかる賃料の支出について（平成29年4月分）
58,000

経済戦略局 国際担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費２月分の支出について
28,486

経済戦略局 国際担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 平成28年度大都市国際事務主管部課長会議の開催にかかる食糧費の支出について
5,400

経済戦略局 国際担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大都市国際事務主管部課長会議にかかる会場使用料の支出について
10,260

経済戦略局 国際担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当市内等出張交通費２月分の支出について
1,700

経済戦略局 国際担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 展示会関連事務用　見本市展示会通信の購入経費の支出について（平成29年1月分～3月分）
2,430

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 生産緑地担当者会議にかかる出張経費の支出について（１月２７日）
29,240

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月03日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年１月分）
42,885

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 鯰江小売市場民営活性化事業施設の財産処分に伴う国庫補助金の納付金の支出について
1,333,695

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月09日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年１月分）
34,342

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 工場アパート賃料改定にかかる鑑定評価等業務委託の支出について
405,000

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成２８年度浪速区内工場アパート排水管清掃業務委託にかかる経費の支出について
648,000

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（嘱託職員）市内出張交通費の支出について（平成２９年２月分）
1,124

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度商業魅力向上事業（商店街等活性化支援事業）にかかる補助金の支出について［ナインモール九条］
405,000

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月23日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
36,960

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 大阪市なにわの伝統野菜認証委員会報償金の支出について（平成29年3月8日分）
56,100

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課(産業振興担当)事務用市内出張交通費等の支出について(平成29年2月分)
9,817

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（１月～３月分）
5,083,344
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経済戦略局 産業振興課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　分担金 桜川小売市場民営活性化事業施設建物管理分担金の支出について
5,700

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会　委員報酬の支出について（平成２９年２月）
38,416

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（平成29年2月分）
3,890

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
38,978

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成28年度大阪市都市型農業振興事業にかかる農業アドバイザー派遣にかかる謝金の支出について（平成29年2月17日実施分（その２））
28,500

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年２月分）
12,680

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年１月分）
432

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成２９年１月分）
4,784

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 充電式ドライバドリル外２点買入にかかる支出について
30,456

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成２８年度もとゆとり健康創造館機械警備業務委託にかかる支出について（２月分）
34,992

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成２８年度浪速購買施設消防用設備等保守点検業務委託にかかる支出について
146,016

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市水源対策事業補助事業の交付にかかる補助金の支出命令について（浜二丁目１号）
1,238,000

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 工業研究所費 負担金、補助及交付金　負担金 平成28年度第1回、第2回大阪府市地方独立行政法人大阪産業技術研究所評価委員会にかかる負担金の支出について
70,758

経済戦略局 産業振興課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 農業担当受付事務用ゴム印５点の買入にかかる経費の支出について
8,424

経済戦略局 農業委員会 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 農業委員会費 需用費　消耗品費 農政資料（平成２８年４月～平成２９年３月分）の購入経費の支出について
7,800

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月08日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度計量検査所昇降機保守点検業務委託の支出について（1月分）
27,864

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 全国特定市計量行政協議会全国会議及び全国計量行政会議への出席にかかる経費の支出について
37,710

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 平成28年度　試買検査の実施及び同商品購入経費の支出について
91,500

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１２月分）
11,710

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 平成28年度特級基準分銅基準器検査受検（３回目）にかかる経費の支出について
38,860

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（１月分）
1,829

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月16日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度大阪市八幡屋センタービル樹木維持管理業務委託の支出について
356,400

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（１月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度計量検査所昇降機保守点検業務委託の支出について（２月分）
27,864

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成28年度基準器検査の受検にかかる経費の支出について（基準台手動はかり）
2,510

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支払いについて（平成２９年２月分）
121,851

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 八幡屋センタービル受水槽給水設備修繕の支出について
293,760

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
1,908

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支払いについて（２月分）
3,803

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成28年度特定計量器定期検査業務委託の支出について（２月分）
3,294,000

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１１月分）
9,324

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（１月分）
9,562

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（２月分）
7,027

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入経費の支出について（平成29年月２分）
48,300

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（２月分）
1,995

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（２月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支払いについて（２月分）
564

経済戦略局 計量検査所 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 計量器定期検査業務用特定計量器定期検査事務管理システム機器借入の経費の支出について（２月分）
21,882

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(１月分)の支出について
8,460

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１２月分)
4,381

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１２月分)
3,638

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について(平成29年１月分)
5,130

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月22日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金 平成28年度地域経済活力創造事業（区役所経営相談）にかかる所要経費の支出について（平成29年２月　西成区分）
11,400

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
4,281

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 旅費　普通旅費 企業支援課事務用　市内出張交通費にかかる支出について（平成２９年２月分）
9,384

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について(１月分)
5,129

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用　ベンチャー白書２０１６外１点の購入経費の支出について
4,590
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経済戦略局 企業支援課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 備品購入費　図書購入費 企業支援課事務用　ベンチャー白書２０１６外１点の購入経費の支出について
4,590

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 企業支援課業務にかかる市内出張旅費(２月分)の支出について
6,536

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成２９年２月分)
24,522

経済戦略局 企業支援課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(平成２９年２月分)
9,240

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 平成28年度近畿スポーツ推進委員研究協議会への出席及び旅費の支出について（平成29年２月３日～４日）
106,900

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 平成28年度近畿スポーツ推進委員研究協議会への出席及び旅費の支出について（平成29年２月３日～４日）
42,760

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
2,048,278

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
750,195

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（1月分）
5,207

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリート「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月16日実施：成南中学校）
49,780

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市国際ユースサッカー大会2017にかかる分担金の支出について
2,000,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月1日実施：加島小学校外５校）
210,560

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月24日実施：長橋小学校）
14,040

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪フリーテニス協会）
80,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 公募型プロポーザル有識者会議の開催にかかる報償金の支出について
48,759

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（2月14日実施：日吉小学校）
35,120

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月15日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　印刷製本費 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る利用者登録更新申請書の印刷にかかる経費の支出について
86,940

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベントの実施並びに同事業にかかる講師謝礼金の支出について
205,020

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
164

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（3月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　スポーツ施設のストック適正化ガイドライン策定検討委員会への出席及び旅費の支出について（第３回）
29,230

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市登録総合型地域スポーツクラブ交流イベントの実施にかかる会場使用料の支出について
30,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 公募型プロポーザル有識者会議の開催にかかる報償金の支出について
48,759

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市ボウリング協会）
510,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月29日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　補助金 平成28年度　競技力向上事業補助金の支出について（大阪市ヨット協会）
550,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（３月６日実施：北中道小学校）
23,160

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月30日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（2月分）
1,942,165

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月30日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（2月分）
160,454

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月30日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式長期借入にかかる使用料の支出について（2月分）
11,373

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 スポーツ事業用　トップアスリートによる「夢・授業」にかかる講師謝礼の支出について（３月３日実施：福島小学校）
35,960

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 第５回大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議にかかる報償金の支払いについて（平成29年3月3日開催分）
149,968

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 平成28年度スポーツ推進委員全体交流研修会にかかる講師の選定並びに謝礼金の支出について（平成29年３月５日実施）
36,960

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１月分）の支出について
300

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事務用　市内出張等交通費（１月分）の支出について
98,062

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　消耗品費 平成28年度スポーツ推進委員用書籍「みんなのスポーツ」年間購読にかかる経費の支出について
130,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
385,441

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（２月分）の支出について
34,676

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　筆耕翻訳料 第５回大阪市スポーツ振興施策検討有識者会議の開催にかかる議事録作成業務委託料の支払いについて（平成29年3月3日開催分）
17,144

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成28年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託にかかる委託料の支出について（2月分）
89,640

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
2,048,279

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（2月分）
710,289

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度大阪市スポーツ推進委員全体交流研修会にかかる会場使用料の支出について（平成29年３月５日実施）
30,000

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
91,289

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
750,194

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（2月分）
286,713

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 役務費　通信運搬費 スポーツ情報・施設ネットワークシステム用　回線使用料（２月分）支出について
10,143

経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（2月分）
5,207
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経済戦略局 スポーツ課 平成29年03月31日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾総務費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（2月分）
1,998

経済戦略局 南港市場 平成29年03月03日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場内臓処理室東側建具緊急修繕費の支出について
1,922,400

経済戦略局 南港市場 平成29年03月08日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場空調設備修繕費の支出について
890,186

経済戦略局 南港市場 平成29年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場空調設備修繕費の支出について
81,814

経済戦略局 南港市場 平成29年03月08日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場防犯カメラ取替工事の支出について
1,443,960

経済戦略局 南港市場 平成29年03月09日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用コルク栓外1点の購入経費の支出について
757,771

経済戦略局 南港市場 平成29年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用グラインダー用砥石外４点の購入経費の支出について
483,192

経済戦略局 南港市場 平成29年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用防水ベルト外1点の購入経費の支出について
521,640

経済戦略局 南港市場 平成29年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用清缶剤ほか２点の買入経費の支出について
301,320

経済戦略局 南港市場 平成29年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ウェルソー４０４用部品ほか２点の買入経費の支出について
197,640

経済戦略局 南港市場 平成29年03月10日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 平成28年度 肉牛事故共済にかかる共済保険料の支出について
10,000,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
7,560

経済戦略局 南港市場 平成29年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用ヤッケ（上衣）外18点の購入経費の支出について
520,128

経済戦略局 南港市場 平成29年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用サージカルマスク外2点の購入経費の支出について
110,592

経済戦略局 南港市場 平成29年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
8,200

経済戦略局 南港市場 平成29年03月13日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,700

経済戦略局 南港市場 平成29年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ビニルテープほか１７点の買入経費の支出について
77,760

経済戦略局 南港市場 平成29年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場緑地帯維持管理業務委託経費の支出について
3,829,680

経済戦略局 南港市場 平成29年03月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用可搬型複合ガス検知器一式長期借入契約の実施及び同所要経費の支出について（２月分）
12,924

経済戦略局 南港市場 平成29年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用産地・出荷者への出荷要請のための出張に伴う旅費について
18,420

経済戦略局 南港市場 平成29年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用衣類乾燥機ほか５点の買入経費の支出について
72,493

経済戦略局 南港市場 平成29年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用チェア（ハイバック）外３点の購入経費の支出について
308,340

経済戦略局 南港市場 平成29年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 施設管理用衣類乾燥機ほか５点の買入経費の支出について
7,452

経済戦略局 南港市場 平成29年03月15日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 備品購入費　庁用器具費 施設管理用衣類乾燥機ほか５点の買入経費の支出について
45,593

経済戦略局 南港市場 平成29年03月16日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用平成２８年度灯油第４四半期買入（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（２月分）
187,920

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用牛不動体化装置用電極棒の購入経費の支出について
529,200

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）最終処分申請にかかる基準値測定業務委託の実施及び所要経費の支出について
66,960

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等清掃業務委託費（長期継続）の支出について（2月分）
4,832,618

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
1,139,400

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託費の支出について（2月分）
4,023,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託費の支出について（2月分）
343,799

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場構内等清掃等業務委託費の支出について（2月分）
496,800

経済戦略局 南港市場 平成29年03月17日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場給水衛生設備改修その他工事費の支出について（前払金）
3,020,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用粉末業務用石鹸外11点の購入経費の支出について
271,593

経済戦略局 南港市場 平成29年03月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用粉末業務用石鹸外11点の購入経費の支出について
34,214

経済戦略局 南港市場 平成29年03月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用粉末業務用石鹸外11点の購入経費の支出について
7,171

経済戦略局 南港市場 平成29年03月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場汚物処理施設エアコンプレッサ修繕費の支出について
540,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用深溝玉軸受ほか４５点の買入経費の支出について
710,640

経済戦略局 南港市場 平成29年03月22日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用等辺山形鋼ほか１２点の買入経費の支出について
1,067,040

経済戦略局 南港市場 平成29年03月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 大阪市中央卸売市場南港市場散水車継続検査等整備にかかる費用の支出について（自賠責保険料及び重量税）
17,720

経済戦略局 南港市場 平成29年03月23日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 大阪市中央卸売市場南港市場散水車継続検査等整備にかかる費用の支出について（自賠責保険料及び重量税）
32,800

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（２月分）
5,012

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 市場管理用消毒用マットの購入経費の支出について
211,140

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（２月分）
20,197

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備修繕費その３の支出について
367,200

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備修繕費その２の支出について
507,600

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場空調設備運転管理等業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
309,204
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経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（２月分）
3,243,240

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場冷蔵庫設備運転管理業務委託経費の支出について（２月分）
473,904

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場ボイラー設備運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
1,040,040

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成２８年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託の実施及び所要経費の支出について（２月分）
1,344,600

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
29,823

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の借入経費の支出について（２月分）
8,100

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（２月分）
10,849

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
3,506

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（２月分）
5,270

経済戦略局 南港市場 平成29年03月24日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 工事請負費　改修工事費 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場冷凍機改修工事費の支出について
4,536,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支払いについて（２月分）
440,467

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支払いについて（２月分）
6,336,582

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（３月分その２）
14,250

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成29年2月分）
2,362,349

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）最終処分申請にかかる基準値測定業務委託の実施及び所要経費の支出について（その
２） 66,960

経済戦略局 南港市場 平成29年03月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場市場施設衛生管理業務委託長期継続の所要経費の支出について（平成29年2月分）
935,974

経済戦略局 南港市場 平成29年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場本館棟３階特高電気室空調設備修繕費の支出について
429,840

経済戦略局 南港市場 平成29年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続の所要経費の支出について（平成29年2月分）
3,121,938

経済戦略局 南港市場 平成29年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成28年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（平成29年2月分）
2,000,781

経済戦略局 南港市場 平成29年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設維持管理用大阪市中央卸売市場南港市場絶縁用保護具耐電圧試験業務委託費の支出について
205,200

経済戦略局 南港市場 平成29年03月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約の所要経費の支出について（平成29年2月分）
4,968

経済戦略局 南港市場 平成29年03月29日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場本館棟２階詰所空調設備修繕費の支出について
52,920

経済戦略局 南港市場 平成29年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用都市ガス・ＣＯ警報器の買入経費の支出について
169,344

経済戦略局 南港市場 平成29年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用点灯管ほか５点の買入経費の支出について
124,200

経済戦略局 南港市場 平成29年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用ウェルソー４０４用部品の買入経費の支出について
141,480

経済戦略局 南港市場 平成29年03月30日 食肉市場事業会計 事業費 施設整備費 施設整備費 報償費　報償金 施設整備用第２回大阪市中央卸売市場南港市場施設整備基本設計その他業務委託実施事業者選定委員会にかかる報償の支出について
42,934

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 南港市場施設整備基本設計の委託業者選定における外部選定委員への審査依頼のための出張に伴う旅費の支出について
5,530

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 市場運営用輸出環境課題の解決に向けたハラール講習会受講のための出張に伴う旅費の支出について
57,800

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場衛生管理用テーピングテープ外６点の購入経費の支出について
334,789

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 平成28年度食肉処理場管理用食肉加工用ナイフの購入経費（概算契約）の支出について　（第2回）
742,618

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用立形衛生フラッシュ弁ほか１７点の買入経費の支出について
233,632

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用フレキシブルメタルホースほか１１点の買入経費の支出について
124,769

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（2月分）
153,900

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用研ぎ棒の購入経費の支出について
395,010

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ＩＣレコーダー外２点の購入経費の支出について
8,802

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 施設管理用インバータほか２２点の買入経費の支出について
864,000

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 平成28年度食肉処理場管理用胸付前掛の購入経費（概算契約）の支出について（第3回）
245,700

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ステープラー外１２点の購入経費の支出について
196,311

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 平成28年度食肉処理場管理用合羽ズボンの購入経費（概算契約）の支出について（第3回）
439,398

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用ＩＣレコーダー外２点の購入経費の支出について
27,950

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（２月分）
7,528,162

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支払いについて（福利厚生棟２月分）
116,298

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託費の支出について（2月分）
217,184

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第11回）
18,468

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用南港市場豚内臓処理等業務委託の実施及び同経費の支出について（2月分）
876,500

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用南港市場牛頭部粉砕業務委託の実施及び同経費の支出について（2月分）
381,542

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託費の支出について（2月分）
4,568,757
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経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
19,224

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場雑排水管設備等清掃等業務委託費の支出について（2月分）
1,153,980

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 平成28年度食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託費の支出について（2月分）
961,481

経済戦略局 南港市場 平成29年03月31日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 公課費　公課費 平成28年度分消費税中間納付の支出について
2,890,500

副首都推進局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会（阿倍野区）における舞台・照明・音響管理業務委託
51,840

副首都推進局 総務担当 平成29年03月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会（城東区）における舞台・照明・音響管理業務委託
51,840

副首都推進局 総務担当 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都にふさわしい消防のあり方検討のための視察等に伴う出張について
58,390

副首都推進局 総務担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
82,759

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 副首都推進局事務用　Ａ４フリーラベル外４０点　買入
290,304

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 副首都推進局広報事務用　無線通信経費の支出について（2月分）
3,693

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（２月分）
5,695

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 「総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会」録音反訳業務（単価契約）１２月～１月開催分
356,400

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成25年度　庁内情報利用パソコン等機器（大阪府市大都市局）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
126,512

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
25,982

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
1,443

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
4,329

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
1,443

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
2,886

副首都推進局 総務担当 平成29年03月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成24年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市制度改革室）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（２月分）
2,886

副首都推進局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（２月分）
43,803

副首都推進局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（２月分）
69,141

副首都推進局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（大阪府庁設置２月分）
5,072

副首都推進局 総務担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 「総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する意見募集・説明会」における手話通訳業務（単価契約）１２月▲１月分
264,000

副首都推進局 総務担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
52,202

副首都推進局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 有識者ヒアリング（首都機能バックアップ）に伴う出張について
44,680

副首都推進局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 有識者ヒアリング（首都機能バックアップ）に伴う出張について
59,120

副首都推進局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 有識者ヒアリング（首都機能バックアップ）に伴う出張について
40,520

副首都推進局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　備品修繕料 副首都推進局事務用　プリンタ修繕（定着ユニット交換作業）
26,244

副首都推進局 総務担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 庁内情報利用パソコンの再配置に伴う設定作業業務委託
366,670

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
126,101

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
68,228

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
15,249

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
4,628

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
8,865

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
19,405

副首都推進局 総務担当 平成29年03月31日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（２月分）
1,634

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（１月分）
4,264

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月08日 一般会計 諸支出金 過年度支出 追払金 負担金、補助及交付金　分担金 平成27年度個人番号カード交付事業費補助金の返還について
2,004,000

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 プロジェクターほか９点の購入経費の支出について（ペーパーレス用）
354,348

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

備品購入費　庁用器具費 プロジェクターほか９点の購入経費の支出について（ペーパーレス用）
459,108

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（１月分）
13,520

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
13,000

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　手数料 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
200

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（２月分）
3,000

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ都市推進事業用　Apple　Storeギフトカード購入にかかる経費の支出について
40,824

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「平成28年度ICTを活用したフロントオフィスのBPRに関する検証事業」にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成29年2月分）の支出について
93,363

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「庁内情報利用端末のハイブリッドタブレット化による業務効率化」モデル事業にかかる予算配付について（中央卸売市場分）
90,384
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ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月29日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 「ペーパーレス会議」モデル事業にかかる高速モバイルデータ通信サービス利用料（平成29年2月分）の支出について（ICT活用推進用）
8,833

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（２月分）
12,060

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
8,980

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
756

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ戦略室本庁舎５階ＦＡＸ利用料の支出について（平成29年1月・2月分）
2,356

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
82

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ戦略室　小口支払基金繰入金の支出について（３月分）
250

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
1,332

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ戦略担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市マイナンバー制度における通知カード・個人番号カード交付関連業務に関する労働者派遣業務の実施にかかる経費の支出について（平成29年２月分）
2,713,983

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月02日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

報償費　報償金 「大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議における報償金の支出について（第２回）（一般事務用）
33,546

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月06日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（１月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）（１月分）
21,161

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（１月分）
271,752

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 Mobi Connect スタンダードプラン　iOS-Hybrid端末管理サービス提供一式にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）
12,960

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月07日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（１月分）
77,644

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（１月分）
38,822

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月08日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（１月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 セキュリティ機能付ＵＳＢメモリ及び管理ソフトウェア一式買入にかかる経費の支出について（情報セキュリティ強化対策事業）
1,177,308

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式（総務局）　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
40,371

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「業務統合端末等機器（総務局）長期借入」にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
12,130

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ソフトウェアライセンス管理システム用サーバ機及び周辺装置　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
26,460

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
7,587

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
3,291

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
5,454

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月15日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
3,073

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月16日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「住民基本台帳ネットワークシステム　端末機器（総務局）一式　長期借入」にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（２月分）
110,700

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 サイバー攻撃演習(KIPS)自治体版お試し会への参加に係る職員の管外出張にかかる旅費の支出について（一般事務用）
117,380

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 サイバーセキュリティ（事例）セミナーおよびサイバー攻撃演習(KIPS)自治体版お試し会への参加に係る職員の管外出張旅費の支出について（一般事務用）
38,300

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 加湿器 買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
70,092

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩCＴ基盤管理用）（２月分）
7,511

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（２月分）
511,920

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン（Windows10検証端末）長期借入にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
9,666

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２４年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
1,549

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 「顔認証システム端末機器等　一式　長期借入」にかかる経費の支出について（行政管理事務用）（２月分）
128,844

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２５年度　庁内情報利用パソコン等機器【区役所分】（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
1,310

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 平成２６年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（ＩCＴ基盤管理用）（２月分）
2,028

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

負担金、補助及交付金　分担金 平成28年度 自治体中間サーバ・プラットフォームASPサービス利用にかかる負担金（運用経費(第二回)・調整経費）の支出について（ICT基盤管理用）
8,737,500

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 WEBスマートスイッチ及び取付部品等一式買入にかかる経費の支出について（情報セキュリティ強化対策事業）
604,800

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
8,835

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（ICT戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ASP・SaaS型大容量ファイル送受信サービスの利用にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
7,560

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 人権啓発推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,661

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
668

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
1,063

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
29,199

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル機械警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
4,174

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月22日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（２月分）（一般事務用）
19,552
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ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
184,356

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市インターネット基盤における公開系システム向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
25,056

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
18,144

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月23日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
3,456

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 参考図書（情報セキュリティ白書２０１６）の購入経費の支出について（一般事務用）
2,160

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 テプラプロ用テープほか計22点買入にかかる経費の支出について（一般事務用）
92,907

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 センタープリンタ消耗品（Ａ４カット紙）買入にかかる経費の支出について【情報処理センター運用管理】
80,742

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
19,440

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 センタープリンタ消耗品（Ａ４カット紙）買入にかかる経費の支出について【情報処理センター運用管理】
23,068

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 センタープリンタ消耗品（Ａ４カット紙）買入にかかる経費の支出について【情報処理センター運用管理】
11,534

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（２月分）ICT基盤管理用
19,236

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 ASP・SaaS型電子申請サービス提供業務委託　長期契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
666,360

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 スイッチングハブ（付属品を含む。）（２）　買入にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）
533,520

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）（一般事務用）
2,042,088

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
3,453,192

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 インターネット接続用ネットワークサービス及び内部情報系システム等ハウジングサービス業務委託契約変更及び同経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
4,064,688

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（情報処理センター運用管理用）（２月分）
1,166,280

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワークファイルサーバ用機器等　一式　借入にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
1,007,208

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
2,815,873

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
5,431,860

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
2,044,980

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
24,586,212

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　センタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
2,112,264

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
3,304,476

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
4,364,388

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 一般会計 福祉費 福祉費
臨時福祉給付金支給事
業費

使用料及賃借料　使用料 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式の賃貸借にかかる経費の支出について（ICT基盤管理用）（２月分）
63,698

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）（一般事務用）
378,692

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
944,136

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　センタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
603,504

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
1,246,968

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
1,551,960

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
584,280

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（２月分）（一般事務用）
189,346

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等増設部品　長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
623,484

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　センタープリンタ等（2）長期借入契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
301,752

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システムサーバ機器等増設部品（その２）　長期借入（平成27年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
292,140

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム　サーバ機器等 長期借入にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
472,068

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合基盤システム サーバ機器等増設部品 長期借入（平成28年度増設分）にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
775,980

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

需用費　消耗品費 コピー代金にかかる経費の支出について（一般事務用）（２月分）
14,941

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
231,951

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月30日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

委託料　委託料 LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月30日 国民健康保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
66,272

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月30日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
33,136

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 ＩＰ電話による通信料金の支出について(２月分）（一般事務用）
49,308

ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市ホームページ直接アクセス用インターネット回線使用料の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
6,663
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ＩＣＴ戦略室 ＩＣＴ統括担当 平成29年03月31日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推進
費

役務費　通信運搬費 大阪市情報通信ネットワーク回線使用料の支出について（ＩＣＴ基盤管理用）（２月分）
3,747,805


